
本要領は平成 30 年度政府予算案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により、

事業内容及び予算額等に変更があり得ることをあらかじめ御了承の上、御応募ください。

変更した場合は生研支援センターのウェブサイトに随時掲載しますのでご確認くださ

い。 

「平成 30 年度イノベーション創出強化研究推進事業（新規課題）」 
公募要領

１ 事業の内容

（１）目的

我が国の農林水産・食品分野の競争力を強化し飛躍的に成長させていくためには、 
従来の常識を覆す革新的な技術・商品・サービスを生み出す研究開発が必要です。

 このため、農林水産省において、平成２８年４月に、様々な分野のアイデア・技

術等を導入した産学官連携研究を促進するオープンイノベーションの場として、

｢知｣の集積と活用の場が創設され、イノベーション創出に向けた取組が進められて

います。

また、今後の提案公募型の研究開発においても、革新性をより高めてイノベーシ

ョンの創出を目指す観点から、「知」の集積と活用の場による取組を重点的に推進

することとされました。

このような状況を踏まえ、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

生物系特定産業技術研究支援センター（以下、「生研支援センター」という。）で

は、従来の常識を覆す革新的な技術・商品・サービスを生み出していくイノベーシ

ョンの創出に向け、「知」の集積と活用の場による研究開発を重点的に推進する提

案公募型の研究開発事業「イノベーション創出強化研究推進事業」を推進すること

とし、公募により研究を委託します。

（２）事業の対象範囲

本事業は、農林水産業・食品産業の発展、新たなビジネス分野の創出につながる

基礎・応用段階の研究開発から実用化段階までの研究開発を対象とします。

 革新的なシーズを創出する独創的でチャレンジングな基礎段階の研究開発を「基

礎研究ステージ」、基礎研究で創出された研究シーズを基にした応用段階の研究開

発を「応用研究ステージ」、応用研究等の成果を社会実装するための実用化段階の

研究開発を「開発研究ステージ」と設定します。各研究ステージの詳細は、別に記

載するステージ毎の公募要件を御覧ください。

 なお、本事業は、自然科学系の研究・技術の開発を主体的に行う研究課題を対象

としており、以下のような研究課題は応募の対象とはなりません。仮にこのような

研究課題が応募された場合は、審査の対象から除外されることとなりますので御注

意ください。

・社会科学系研究を主として行う研究課題

・農林水産業・食品産業の発展に寄与しない研究課題
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  ・平成２９年度補正予算「生産性革命に向けた革新的技術開発事業」及び「革新的

技術開発・緊急展開事業」、平成３０年度当初予算「戦略的プロジェクト研究推

進事業」で公募される研究課題 

 
（３）シームレスによる研究ステージの移行 

  本事業では、実施した研究課題において優れた成果や有望な将来性が見込める成  
果を創出した場合は、「基礎研究ステージ」から「応用研究ステージ」又は「開発 
研究ステージ」へ、「応用研究ステージ」から「開発研究ステージ」へと次の研究 
ステージへ公募を介さずに移行できるシームレスの仕組みを導入します。 

    
（４）その他注意事項  

応募に当たっては、研究課題の審査において、他府省の事業を含め現在実施中の研 

究課題との重複の有無も判断材料となることから、農林水産省の委託プロジェクト研 

究及び他府省を含む競争的資金等の実施研究課題について、重複がないことをウェブ 
サイト等により確認してください。 

・農林水産省委託プロジェクト研究 

http://www.affrc.maff.go.jp/docs/project/2017/project_2017_1.htm 

・生研支援センター 

http://www.naro.affrc.go.jp/brain/shien/index.html 

・競争的資金制度 

http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/index.html 

・その他の研究資金は各府省のウェブサイトを参照してください。 

 
２ 公募から委託契約までの流れ（予定） 
   平成 30 年１月 16 日（火）   公募要領の公表・公示                 
       １月 16 日（火）～１月 26 日（金）公募説明会（全国８会場） 
           ２月 16 日（金）   12 時公募受付締切 
        ２月中旬～３月中旬 一次（書面）審査                         
        ４月        二次（面接）審査                         
            ５月上旬      採択予定先の決定・公表             
        ５月以降          委託契約の締結 
 
 （注）スケジュールは、審査状況等により変更することがあります。 
        生研支援センター等のウェブサイトで随時お知らせいたします。 
 
３ 応募要件等  
（１）研究機関等の分類 
   応募する研究機関等を以下のⅠ～Ⅳのセクターに分類します。 
 

セクターⅠ 都道府県、市町村、公立試験研究機関及び地方独立行政法人 
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セクターⅡ 大学及び大学共同利用機関 
セクターⅢ 独立行政法人、特殊法人及び認可法人 
セクターⅣ 民間企業、公益・一般法人、ＮＰＯ法人、協同組合及び農林漁業者 

  ※Ⅰ～Ⅳのいずれにも該当しないと思われる場合は、「本事業に係る相談窓口」ま

でお問い合わせ下さい。 
 
（２）応募者の資格要件 
   応募者（単独で応募した場合はその機関、研究グループとして応募する場合は代 

表機関。以下同じ。）は、次の①から⑥までの要件を満たす必要があります。 
 

①  民間企業、技術研究組合、公益又は一般法人、国立研究開発法人、大学、地方公

共団体、NPO 法人、協同組合等の法人格を有する研究機関等（※）であること。 
（※）研究機関等とは、国内に設置された機関であり、法人格を有する者であって、

以下の２つの条件を満たす機関を指します。 
（ⅰ）研究開発を行うための研究体制、研究員、設備等を有すること。 
（ⅱ）知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制を有すること。 
 

②  平成２８・２９・３０年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務

の提供等（調査・研究）」の区分の有資格者であること。 
 提案書提出時に競争参加資格のない者は、委託契約（平成３０年５月以降を予定）

までに競争参加資格を取得してください。資格の取得には時間を要しますので、提

案書の提出後、速やかに申請を行ってください。また、資格が取得できなかった場

合は、採択を取り消します。なお、地方公共団体においては資格審査申請の必要は

ありません。 
 詳しくは、以下を御覧ください。 
（https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html） 
 

③ 代表機関が、平成２８・２９・３０年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）

の「役務の提供等（調査・研究）」の区分の有資格者であるかどうかについては、

「有資格者名簿閲覧ページ」にて確認できます。 
（https://www.chotatujoho.go.jp/csjs/ex016/StartShikakushaMenuAction.do） 
 

④  委託契約の締結に当たっては、生研支援センターから提示する委託契約書に合意

できること。 
 

⑤  原則として、日本国内の研究開発拠点において研究を実施すること。ただし、国

外機関が有する特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点か

ら必要と認められる場合は、この限りではありません。 
 

⑥ 応募者が受託しようとする公募研究課題について、研究の企画・立案及び適切な 
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進行管理を行う能力・体制を有するとともに、研究統括者及び経理責任者を設置し 
ていること。具体的には以下の能力・体制を有していることが必要です。 

  Ａ 研究（企画調整を含む。）を円滑に実施する能力・体制 
  Ｂ 研究グループを設立し、生研支援センターとの委託契約を締結できる能力・体制 
  Ｃ 知的財産に係る事務管理等を行う能力・体制 
  Ｄ 事業費の執行において、区分経理処理が行える会計の仕組み、経理責任者の  

   設置や複数の者による経費執行状況確認等の適正な執行管理体制（体制整備が確実 

   である場合を含む。） 
  Ｅ 研究成果の普及、共同研究機関等との連絡調整等、コーディネート業務を円  

   滑に行う能力・体制 
 

⑦  応募者に所属する研究者の中から当該研究の実施計画の企画立案、実施、成果管 
理等を統括する者（以下「研究統括者」という。）を選定すること。 

   研究統括者は、次の要件を満たしていることが必要です。 
  Ａ 原則として応募者に常勤的に所属しており、国内に在住していること 
  Ｂ 当該研究の遂行に際し、必要かつ十分な時間が確保できること 
  Ｃ 当該研究の遂行に必要な高い研究上の見識及び当該研究全体の企画調整・進  

   行管理能力を有していること 
   なお、長期出張により長期間研究が実施できない場合、又は人事異動、定年退職  

等により応募者を離れることが見込まれる場合には、研究統括者になることを避け 
てください。 

 
（３）複数の研究機関等が研究グループを構成して研究を行う場合の要件 
   委託事業は直接採択方式であり、公募研究課題の一部又は全部を受託者が他の研 

究機関等に再委託することはできません。 
   このため、複数の研究機関等が研究グループを構築して公募研究課題を受託しよ  

うとする場合には、次の要件を満たすとともに、参画する研究機関等それぞれの分 
担関係を明確にした上で、応募は研究グループの代表機関からしていただく必要が 
あります。 

①  研究グループを組織して共同研究を行うことについて、研究グループに参加する

全ての機関が同意していること。 
 

②  研究グループと生研支援センターが契約を締結するまでの間に、研究グループと

して、 
Ａ 実施予定の研究課題に関する規約を策定すること（規約方式）。 
Ｂ 研究グループ参加機関が相互に実施予定の研究課題に関する協定書を交わす

こと（協定書方式）。  
Ｃ 共同研究契約を締結すること（共同研究方式）。 
のいずれかが可能であること。 
なお、採択後、契約締結までの間に、当該研究グループを構成する研究機関の変
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更等重大な変更等があった場合には、採択を取り消します。 
③  「知」の集積と活用の場から応募する場合の研究グループは、以下の要件を満た

している研究コンソーシアムであること。 
Ａ 「知」の集積と活用の場の研究開発プラットフォームから形成された研究コン 

ソーシアムであること。 
Ｂ  研究コンソーシアムが、同一のプラットフォームにおける２セクター（※） 
以上の研究機関等で構成されていること。 

※研究機関等の分類は、３の（１）研究機関等の分類を参照して下さい。 
※研究開発プラットフォームは応募時までに設立されていることが必要です。 
 

④  研究グループに参画する代表機関以外の共同研究機関は、以下の能力・体制を有

していること。 
Ａ 当該研究の遂行に当たり、適切な管理運営を行う能力・体制 
Ｂ 研究又は関係機関との相互調整を円滑に実施できる能力・体制 

 
（４）研究支援者（コーディネーター等）の参画の推進  

   本事業で実施する研究課題は、研究マネジメントや研究成果を確実に実用化や商 

品化に結びつけるための橋渡しの能力を有する人材（コーディネーターやプランナ 

ー等、以下「研究支援者」（※）という。）の参画を推進しています。研究支援者が 

参画する場合は、研究推進中から普及・実用化に向け外部の機関との調整を依頼して 

ください。また、研究支援者には研究推進会議への参加も依頼してください。 

なお、研究支援者は当該能力を有している者であれば、研究グループ内の人材で 

も可能です。研究課題の提案段階から研究支援者の役割が明確に位置づけられてい 

る場合は応募書類の該当箇所に、研究支援者の情報等を記載してください。 

 

※ 本事業でいう研究支援者とは、以下を担う者です。 

・産学官の幅広い分野の機関・研究者等とのネットワークを構築するとともに、 

研究現場のシーズや民間企業等のニーズを把握し、橋渡し等を行う役割 

・研究統括者やＰＯ（プログラムオフィサー）との連携のもと、研究開発の推進に必

要な資源（ヒト、物、資金、情報、時間等）を効果的に配分、活用するなど研究統

括者を支える役割 

 
（５）研究管理運営機関を設置できる要件 

生研支援センターが必要と認めた場合に限り、研究統括者が所属する応募者とは

別に、生研支援センターとの委託契約業務や経理執行業務を担う機関（以下「研究

管理運営機関」という。）を設置できるものとします。 
 

［研究管理運営機関を設置できる例］ 
・地方公共団体において、研究の実施に当たって事前に予算措置を要する等の特殊 

 性を考慮し、地方公共団体に所属する研究者が研究統括者となる場合であって、 
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 かつ、地方公共団体に経理責任者を配置することが困難と認められる場合 
・研究統括者が中小企業等に所属し、又は研究グループに多数の中小企業等が参画 

 しており、生研支援センターとの委託契約の実績がほとんどないため、委託契約 

 の締結が著しく遅延すると認められる場合 
 

研究を実施する機関が、研究管理運営機関となる場合は、３の（２）の⑥を準用し

ます。 

また、研究の管理運営だけを行う機関が、研究管理運営機関となる場合は、３の（２）

の⑥の「Ａ 研究（企画調整を含む。）を円滑に実施する能力・体制を有しているこ

と」の要件を準用しないこととするとともに、以下の要件を追加します。 

Ｆ 研究統括者と一体となって研究を推進することができる範囲の地域に所在する 

機関であること。 

Ｇ 原則、生研支援センターとの委託契約の実績を有し、委託契約手続をスムーズに

行うことができる能力・体制を有すること。 

 
なお、研究管理運営機関の設置は特例措置であることから、これを希望する場合

は、研究管理運営機関を活用する理由を応募書類（様式５－１）に記載していただ

くとともに、応募者の経理責任者の承認を必要とします。 
 
（６）研究機関等の役割分担について 

研究グループで研究課題を提案する場合は、研究の効果的・効率的な推進を図る

観点から、研究課題構成と代表機関及び共同研究機関等の役割分担を明確にしてく

ださい。 
 
（７）「知」の集積と活用の場からの提案への優遇（研究ステージ共通） 
  １）「知」の集積と活用の場によるオープンイノベーションを推進する観点から、

「知」の集積と活用の場による研究開発プラットフォームからの提案は以下の点

で優遇します。 
   ① 研究委託費上限額の拡大 

   ② 研究期間の延長（開発研究ステージのみ） 

   ③ 採択審査時に加算ポイント 

  ２）優遇を受けるための要件 
        ３の（３）の③を参照して下さい。 

    

※「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会への入会及び研究開発プラットフォー

ムの届出等の手続きについては、下記のウェブサイトを御覧ください。 

 （https://www.knowledge.maff.go.jp/）  
 
４ 応募手続きについて 
（１）応募方法 
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   応募に当たっては、府省共通研究開発管理システム（以下「e-Rad」という。  

  http://www.e-rad.go.jp（別紙１参照））を使用してください。研究グループの場合は、 

  研究統括者が研究グループの研究内容をとりまとめ、応募してください。 
   e-Rad を利用するためには、研究機関及び研究者情報の登録が必要となります。 

  登録手続きには日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕を持って登録 

  手続きをしてください。なお、他省庁等が所管する制度・事業で登録済の場合は再 

  度登録する必要はありません。（詳しくは、e-Rad 担当窓口にお尋ねください。） 
   応募の際には、e-Rad 上で所属研究機関の事務代表者による応募情報（注）の承 

  認を受ける必要があります。応募期間内に事務代表者による承認がない場合には、 

  応募情報は生研支援センターに提出されませんので御注意ください。その他 e-Rad 
  を使用するに当たり必要な手続きについては、e-Rad のポータルサイトを参照して 

  ください。 
  
 （注）応募情報 
    e-Rad では、研究統括者が入力した研究基本情報や研究組織情報、採択状況等 

   及び生研支援センターが定めた応募様式に必要事項を記載した「応募内容ファイ 

   ル」に含まれる内容を総称して「応募情報」といいます。また、「応募情報」を 

   ＰＤＦファイルに変換したものを「応募情報ファイル」、これを印刷したものを 

   「応募内容提案書」といいます。 
 
（２）受付期間 
   本事業への応募期間は、平成 30 年 1 月 16 日（火）～2 月 16 日（金）12：00 まで

とします。システムの利用可能時間帯は、平日、休日ともに 0：00～24:00 です。 
   祝祭日であっても、上記の時間帯は利用可能です。ただし、上記利用可能時間内 

  であっても保守・点検を行う場合、システムの運用停止を行うことがあります。 
   運用停止を行う場合は、ポータルサイトにて予めお知らせがあります。 
 
（３）応募書類  
   提案書の作成に当たっては、本要領に従い、提案書様式に御記入ください。 
   なお、提案書は日本語で作成してください。 

応募書類（研究課題提案書）等は生研支援センターのウェブサイトよりダウンロー 
ドしてください。 

 

http://www.naro.affrc.go.jp/brain/shien/index.html  

  

研究ステージ毎に応募書類（研究課題提案書）があります。 

提案内容に関する秘密は厳守します。また、審査を行う評価委員にも守秘義務を課 

しています。 

応募書類（研究課題提案書）は、原則として審査以外には使用しませんが、採択さ 

れた提案書については、生研支援センターが実施する研究課題の評価及び研究により
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得られた成果の追跡調査等でも使用する場合があります。 

また、不採択となった応募書類（研究課題提案書）については、生研支援センター

において破棄します。なお、御提出いただいた応募書類（研究課題提案書）は返却し

ません。 
 
（４）応募に当たっての注意事項  
  １）本事業の応募の締切に遅れた場合には、受け付けません。 
  ２）本公募要領に示された様式以外での応募は認められません。 

  ３）e-Rad を使用しない方法（郵便、ファクシミリ又は電子メール等）による応募 

   書類の提出は受け付けません。 
  ４）提出された応募書類が応募要件を満たしていない場合、又は、応募様式に不備が

ある場合は、審査を受けることができません。 

５）応募受付期間終了後の応募情報ファイルの修正には応じられません。 
  ６）応募に要する一切の費用は､応募者において負担していただきます。 
  ７）次の場合には応募は無効となりますので、御注意ください。 
   ① 応募資格を有しない者が提案書を提出した場合 
   ② 提案書に不備があった場合は提案書の修正を依頼いたしますが、指定する期

限までに修正できない場合 
   ③ 提案書に虚偽が認められた場合 
 
５ 委託契約上支払対象となる経費  
（１）委託費の対象となる経費  
      研究機関等は、国からの委託費として、直接経費及び間接経費を計上できます。

ただし、研究管理運営業務を専門に行う研究管理運営機関の場合は、間接経費を計

上できませんが、代わりに一般管理費を計上できます。 
１）直接経費  

研究の遂行、研究成果の取りまとめ、国民との科学・技術対話及び普及支援に

直接必要とする下記の経費を計上することができます。 
① 物品費（設備備品費、消耗品費） 

   ② 人件費・謝金 
    ③ 旅費 
    ④ その他（外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、光熱水料、その他（諸

経費）、消費税相当額） 
なお、直接必要であることが経理的に明確に区分できるものに限ります。 

また、経費の詳細については、「府省共通経費取扱区分表等について」を御確

認ください。 
     
  ２）間接経費 

      研究機関等が研究遂行に関連して間接的に必要とする経費であり、管理部門、

研究部門、その他関連事業部門に係る施設の維持運営経費等研究の実施を支える
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ための経費であって、直接経費として充当すべきもの以外の経費です。直接経費

の 30％に相当する額を上限として計上できます。 
 

※間接経費については「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」（平成 13

年４月 20 日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ、平成 26 年５月 29

日改正）（http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin2_kansetsukeihi.pdf）を御

確認ください。 

 
  ３）一般管理費 

研究管理運営業務を専門に行う研究管理運営機関は、間接経費は計上できませ

んが、代わりに一般管理費を計上できます。一般管理費は当該業務を遂行する上

で必要となる光熱水料、通信運搬費等の計上に当たっては、明確な根拠を示して

いただくか、合理的な按分方法で算出することにより、直接経費総額の 15％を上

回らない範囲で必要額の計上が認められます。 
 

 
   ※１ 直接経費に計上できるものは、研究開発計画の遂行及び研究成果の取りま 

     とめに直接必要であることが経理的に明確に区分できるものに限ります。特 

     に、消耗品費、光熱水料、燃料費等を計上する場合は御注意ください。 
      また、人件費及び賃金は本事業に直接従事した時間数等により算出される 

     ことになりますので、委託事業に従事する全ての研究スタッフについて、作 

     業日誌を整備・保管することにより委託事業に係る勤務実態を把握し、十分 

     なエフォート管理（本事業に係る勤務実態の管理）を行ってください。 
      なお、国及び地方公共団体からの交付金等で職員の人件費等を負担してい

る法人については、職員の人件費は認められません。 
      さらに旅費については、直接研究開発と関連するものとし、学会への単な

る情報収集の出張は認められません。出張内容と研究開発計画の関連を証明

するため、出張伺いと出張報告書等を整備・保管してください。     
※２ 海外旅費は原則認められません。 

また、外国人招へい旅費・滞在費等の経費の支出も認められません。 
※３ 特許等の本事業で得られた成果を権利化するために必要な経費（特許出願、

出願審査請求、補正、審判等にかかる経費）については、間接経費での支出

が可能です。ただし、登録、維持に関わる費用は受託者負担となります。 
 

（２）マッチングファンド方式の自己資金（開発研究ステージ）  
開発研究ステージでは、研究グループに民間企業等が参画する場合、生研支援セ 

ンターが支出する委託費のうち、民間企業等に支出する委託費の１／２以上を自己 
資金として当該民間企業等で負担していただく必要があります（マッチングファン

ド方式）。 
（※民間企業等とは、３の（１）の研究機関等の分類において、セクターⅣに該当
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する研究機関等です） 
ただし、研究成果の活用による新たな商品、便益の開発に伴う将来的な利益の創 

出を行わない民間企業等はマッチングファンド方式の適用になりません。（この場 
合、提案書において、当該民間企業等が上記活動を行わないこと（特許権等の権利 
者にはならない等）が分かるよう、明記していただきます。） 

マッチングファンド方式での自己資金に計上可能な経費は以下のとおりです。 
  １）５の（１）の１）の直接経費 
  ２）設備備品の償却費 
    過去に自己資金で購入したことが証明できるもので、当該委託試験研究用とし

て管理日誌等により利用実績が確認できること。 
  ３）委託研究契約締結前に保有していた試験研究用消耗品（試薬・材料等のみとし、

コピー用紙等の汎用品は対象外） 
    過去に自己資金で購入したことが証明できるもので、棚卸資産台帳等により直

近の在庫の確認ができるもの。 
   ※２）及び３）の計上については、適切な資産及び資金管理ができるよう、当該

組織の中に独立した資産管理部門があることを条件とします。 
 

マッチングファンド方式の自己負担分については、研究費の翌年度への繰越しは

原則認められませんが、年度毎の経費の精算時において、自己資金がマッチング対

象額を超過することとなった場合には、生研支援センターが認めた場合に限り、当

該超過額を次年度の自己資金に含めることが可能です。 

 
（３）購入機器等の帰属及び管理 
   受託者（研究グループにより研究開発計画を実施する場合は、研究グループ   

を構成する全機関をいう。以下同じ。）が委託契約に基づき「購入した機器類等の  
物品」の所有権は、委託研究開発の実施期間中は受託者に帰属します。受託者には、 

  委託研究開発の実施期間中、善良なる管理者の注意をもってこれらの機器類等の物 

  品を管理していただきます。委託事業終了後の取扱いについては、別途、生研支援 

  センターへの返還の要否をお知らせすることにしています。 
   また、購入した機器類等の物品については、本事業の購入機器である旨、管理簿

に登録した上で、物品にシールを貼るなどして明示してください。 
   委託契約に基づいて製作した試作品については、試作品本体や看板等への標示に

より、本事業によって製作した旨を明記してください。 
なお、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構に所属する研究所が研

究グループに参画する場合（１９参照）は別途予算措置をする予定であることから、

当該研究所が購入した機器等の帰属に係る手続は、本公募要領に記載する内容には

よらない手続きを行うこととなります。 
 
６ 委託契約の締結       
（１）委託契約の締結    
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   選定された委託予定先の応募者と生研支援センターが委託契約を締結します（詳

しくは別紙３参照）。 
  
 なお、委託予定先決定から委託契約締結までの間に、委託契約先である代表機関 

について、特段の事情の変化があり委託契約の締結が困難と判断される場合には、 

委託契約の締結先を研究グループ構成員のいずれかを代表機関に変更する場合が

あります。 
 
（２）翌年度以降の取扱い 

８の３）に基づいて行う運営委員会における研究の進捗状況の点検及び９に基づ

いて行う評価の結果により、研究開発の目標達成が著しく困難である等、研究の中

止や縮小等が適当と判断された場合は、翌年度以降、委託経費の削減、参加研究機

関の縮減、課題の打切り等を行います。 
 
７ 研究成果の取扱い 
（１）研究成果報告書等 
   受託者は、毎年度末及び研究終了時に研究成果報告書を作成し、生研支援センタ 

ーに提出するとともに、研究終了時から５年間は成果の活用状況を生研支援センタ 

ーに報告していただきます。 
   また、受託者は、受託研究に係る費用の使用実績を取りまとめた実績報告書を、 

  委託期間中、毎年度末に生研支援センターに提出していただきます。 
 
（２）研究成果の発表 
  １）受託者は、論文、パンフレット、メディア（新聞、テレビ等）において、本研

究課題に係る活動又は成果が公表される場合には、事前にその概要を生研支援セ

ンターに報告してください。公表することとなった成果については、事業方針や

知的財産に注意（出願前に研究成果の内容を公表した場合、新規性が失われるた

め、一部例外を除き、知的財産権を取得することができなくなります。）しつつ、

国内外の学会、マスコミ等に広く公表し、成果の公開・普及に努めてください。 
  ２）公表に当たっては、本研究課題に係る活動又は成果であることを明記してくだ

さい。 
  ３）本事業終了後においても、研究成果を公表するときは、あらかじめ研究成果発

表事前通知書を生研支援センターに提出してください。 
  ４）本事業の研究成果については、本事業終了後、生研支援センターが、研究成果

発表会や冊子等により公表します。その際、研究機関等に協力を求めることがあ

りますのでご承知おきください。 
  ５）得られた成果について知的財産権を取得した場合又はそれを公表した場合は、

可能な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するように努めていただき

ます。 
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（３）知的財産マネジメント  
      「農林水産研究における知的財産に関する方針」（平成 28 年２月農林水産技術会

議決定）に基づき、研究の開始段階においては、研究グループ内での知的財産の取

扱いに関する基本的な方針について合意を得て、知的財産の基本的な取扱いに関す

る合意書（以下「知財合意書」という。）を作成の上、生研支援センターへ報告し

ていただきます。また、研究成果の権利化、秘匿化、論文発表等による公知化、標

準化や、実施許諾等に係る方針（以下「権利化等方針」という。）を作成の上、生

研支援センターに提出していただきます。その際、研究グループ内から得られた知

的財産は、研究グループの構成員が自由に使用できるようにする等、研究成果を迅

速に商品化・事業化につなげていけるよう、柔軟な対応を検討するよう努めていた

だきます。 
また、研究期間中においては、知財合意書に基づき、研究の進行管理のために設

置する研究推進会議等において、研究成果の権利化、秘匿化、論文発表等による公

知化、標準化や、実施許諾等に関する調整等の知的財産マネジメントに取り組んで

いただく必要があります。 
      なお、知財合意書及び権利化等方針の作成においては、研究成果の海外流出を防

止する観点から適切に対応してください。 
 
（４）研究成果に係る知的財産権の取扱い 

 研究成果に係る知的財産権が得られた場合、日本版バイ・ドール制度（産業技術

力強化法第 19 条）等に基づき、受託者が以下の事項の遵守を約すること（確認書

の提出）を条件に、生研支援センターは受託者から当該知的財産権を譲り受けない

こととする予定です。ただし、生研支援センターに提出された著作物等を成果の普

及等に利用し、又は当該目的で第三者に利用させる権利については、生研支援セン

ターに許諾していただきます。 
 
  ※ 知的財産権とは、特許権、特許権を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を 

   受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権 

   の設定の登録を受ける権利、育成者権、品種登録を受ける権利、外国におけるこ 

   れらの権利に相当する権利、著作権及び指定されたノウハウを使用する権利をい 

   います。 
   １）研究成果に係る発明等を行った場合には、出願等を行う前に生研支援センタ

ーに報告すること。また、知的財産権の出願等や登録等を行った場合には、定

められた期間内に生研支援センターへ報告すること。 
   ２）生研支援センターが公共の利益のために当該知的財産権を必要とする場合に、

生研支援センターに対して無償で実施許諾すること。 
   ３）当該知的財産権を相当期間活用していない場合に、生研支援センターの要請

に基づき第三者に当該知的財産権を実施許諾すること。 
   ４）当該知的財産権の第三者への移転又は専用実施権等の設定等を行う場合は、

一部の例外を除き、あらかじめ生研支援センターの承認を受けること。 
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   ５）当該知的財産権について自ら又は許諾先が国外で実施する場合には、あらか

じめ生研支援センターの承諾を得ること。 
 

 なお、研究グループによる研究の場合は、必要に応じて、構成員のうち、一部の

機関の間で知的財産権の持ち分を定めることができます。詳細については、生研支

援センターにお問い合わせください。 
 
（５）知的財産権以外の研究成果の取扱い 
   受託者においては、知的財産権以外のものを含む全ての研究成果について、（１） 

  にある研究成果報告書により、生研支援センターに報告していただきます。 
   受託者は知的財産権以外の研究成果について、知的財産権に準じた取扱をするこ 

とが必要です。 
 
（６）研究成果の管理 
   受託者は、次の事項について取り組んでいただきます。 
  １）受託者は、（３）による権利化等方針を基本としつつ、受託者が開催する研究

推進会議等において、知的財産マネジメントに関して知見を有する者（民間企業

における知的財産マネジメントの実務経験者、大学ＴＬＯ、参画機関の知的財産

部局や技術移転部局等）の助言を得ながら、知的財産マネジメントを進めていた

だきます。 
  ２）研究成果については、日本国内の農林水産業の振興に資するよう、適切に活 

   用していただきます。この観点から、委託契約書に基づき、当該研究成果の活 

   用を生研支援センターから働きかける場合があります。 
  ３）研究成果に係る知的財産権の研究ライセンス及びリサーチツール特許の使用に 

ついては、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産

権についての研究ライセンスに関する指針」（平成 18 年５月 23 日総合科学技術

会議決定）及び「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円

滑化に関する指針」（平成 19 年３月１日総合科学技術会議決定）に基づき、対応

することとなります。 
  ４）受託者である法人と、その従業員の間の知的財産権の帰属については、受託  

   者内部の話ではありますが、受託者において職務発明規程等が整備されていな  

   い場合、委託研究における知的財産権の帰属に当たり不都合が生じますので、  

   契約締結後速やかに職務発明規程等を整備してください。 
 
（７）研究成果に係る秘密の保持 
   本事業に関して知り得た業務上の秘密は、契約期間の内外にかかわらず決して第 

三者に漏らさないでください。なお、業務上の秘密である研究成果に関する情報を、 

第三者（コンソーシアムによる研究成果である場合は、コンソーシアム外の者）に

提供する場合は、事前に生研支援センターと協議する必要があります。 
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（８）収益納付について  
１）収益状況の報告 

各研究機関等には、本事業の研究成果による収益状況を、研究が終了した翌年

度から起算して５年間（なお、事業実施期間中に発生した収益がある場合には、

終了の翌年度に併せて報告してください。）、毎年度末の翌日から起算して 90

日以内に生研支援センターに報告していただきます。 

 

２）収益の納付 

報告により、相当の収益が得られたと認められた場合には、原則として以下に

より、収益の一部に相当する金額を納付していただきます。 

納付額＝（収益額―控除額）×（委託費の確定額の総額／企業化に係る総費

用）－納付累計額 

（※用語の意義） 

収益額 試験研究成果に係る製品・部品等ごとに算出される営業利益（売上

高－製造原価－販売管理費等）の累計額 

控除額 企業化に係る総費用のうち乙構成員が自己負担によって支出した製

品の製造に係る設備投資等の費用の合計額 

委託費の確定額の総額 委託業務に必要な経費として委託契約書に基づき確

定された委託費の総額 

企業化に係る総費用 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資

等の費用の合計額 

納付累積額 （前年度までに収益納付を行っている場合の）累計額 

※収益額－控除額＜0 となる場合は、収益納付は不要です。 

※納付額は、委託費の確定額の総額の範囲内とします。 

 
３）各研究機関等は、委託期間中の各年度に本委託事業の実施に伴い収入が生じた

場合（前項に規定する試験研究成果による収益を除く）には、収入状況を当該事

業年度末の翌日から起算して 90 日以内に生研支援センターに報告していただき

ます。 
また、報告により、相当の収入を生じたと認められた場合には、原則として以

下により、算出される金額を納付していただきます。 
納付額＝収入額×委託費利用割合 

（※用語の意義） 

収入額 当該年度の委託事業の実施に伴って得られた金額のうち当初の委

託費の算定に織り込んでいなかったものの合計 

委託費利用割合 当該収入を得るために要した経費に占める委託費の割合 

※納付額は、当該年度の委託費の確定額の範囲内とします。 
 
８ 研究開発の運営管理   
  本事業は、研究統括者等と密接な関係を維持しつつ、本事業の目標の達成が図られ
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るよう運営管理を実施します。 

  本事業の運営管理は、以下のように実施する予定です。 
１）農林水産省農林水産技術会議事務局は、別途策定する「イノベーション創出強化 

研究推進事業に係る運営管理委員会設置要領（以下「設置要領」という。）に基づ 
き、農林水産技術会議事務局長を委員長とする運営管理委員会を設置し、研究課題 
の選考に資する事項の決定や中間評価・事後評価結果の助言・指導等を行うことと 
します。 

 
 ２）生研支援センターは、本事業の開始に当たり、ＰＤ（プログラム・ディレクター）、

研究リーダー、専門ＰＯ（プログラム・オフィサー）を配置し、各研究開発計画の

進捗管理、指導等を行う予定です。 

   それぞれの役割については、以下のとおりです。 
  ①ＰＤ（プログラム・ディレクター） 
   当該事業の各研究課題の進捗管理、指導等の責任者 
  ②研究リーダー 
   ＰＤを補佐して研究課題の日常的な状況把握を行うとともに、進捗を踏まえたＰ

Ｄ等の指示に基づく専門ＰＯへの指示等を実施。 

  ③専門ＰＯ（プログラム・オフィサー） 

   研究統括者と密に接し、日常的に聞き取り等により進捗状況等を把握し、進捗管

理や疑問点等において適切かつきめ細かい指導や助言対応を実施。 
 
 ３）生研支援センターは、本事業の円滑な運営を図るため、運営委員会を設置しま 

  す。 

運営委員会は、ＰＤ、研究リーダー、専門ＰＯ、農林水産技術会議事務局等職 
員により構成します。 

 

   運営委員会では、 

   ・研究実施期間全体及び毎年度の研究開発計画策定の指導・点検 

・研究の進捗状況、成果の把握 

   等を行います。翌年度の研究開発計画策定の指導・点検に当たっては、研究の進

捗状況等を踏まえて実施します。なお、著しく進捗の悪い研究開発計画、十分な

成果達成が見込めない研究開発計画等については、実施期間の途中であっても研

究開発計画全体又は研究開発計画の一部を中断していただく場合があります。 

    委託先の研究統括者には、運営委員会が行う研究の進捗状況の把握、研究計画

策定の指導・点検等にご協力いただきます。 

    なお、一つの公募研究開発課題において、複数の研究開発計画がある場合、専

門ＰＯ等の下、他の研究開発計画の実施機関との連携（当該公募研究開発課題の

効率的な進捗を図るために必要な情報の共有等）を図っていただくこととなりま

すのでご留意ください。 
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  ４）受託者におかれては、研究実施中から、農業者等の意見も踏まえ、必要に応じ

て研究開発計画の見直し等も含めた対応を行うなど、研究成果の将来の社会実装

を見据えた取組を行ってください。 
 
９ 研究開発計画の評価等 
（１）研究開発計画の評価  
   生研支援センターは、別途作成する予定の評価要領等に基づき、研究開発計画の

評価を実施します。評価結果は、研究開発計画の見直し、予算の配分等に反映され

ます。受託者は、研究開発計画の評価に必要な資料の作成等をお願いいたします。 
 
（２）追跡調査 
   事業実施後、得られた研究成果の活用状況（実用化に向けた研究の実施状況）等 

  について、追跡調査（最大５年間）を実施する予定としています。受託者には、追 
跡調査に必要な資料の作成等をお願いいたします。 

 
１０ 「国民との科学・技術対話」の推進 
   平成 22 年６月 19 日付けで科学技術政策担当大臣及び総合科学技術会議有識者議

員により策定された「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針）

※に基づき、当面、１件当たり年間３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究

者等は、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する、双方

向のコミュニケーション活動に積極的に取り組んでいただく必要があります。 
  （※については、http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdfを御覧ください。） 
 
１１ 中小企業の支援（中小企業技術革新制度：ＳＢＩＲ） 
   本事業は、「中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）」の「特定補助金等」に指定さ

れる予定です。この特定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、その成果を利用

して事業活動を行う場合に、以下の支援措置を受けることができます。（それぞれ

の制度を利用する際には､別途審査等が必要になります。） 
 
  １）日本政策金融公庫の低利貸付制度が利用できます。 
   ※５年以内の貸付で担保・保証人がある場合。貸出条件等によって金利が変動し 

    ます。 
  ２）特許に係る審査請求手数料や特許料が軽減（半減）されます。 
  ３）資本金３億円を超える企業に対し、中小企業投資育成株式会社から投資を受け 

   ることができます。 
  ４）国等の入札において､入札参加等級や過去の納入実績にかかわらず、入札参加が 

   可能になるよう努めています。 
  ５）「ＳＢＩＲ特設サイト」における研究開発成果などの事業 PR ができます。 
 
   これら中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）についての説明等は、ＳＢＩＲ特設サ 
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  イトを御覧ください。 
    （http://j-net21.smrj.go.jp/expand/sbir/） 
 
１２ 法令・指針等に関する対応 
      本要領に記載するもののほか、関係法令・指針等に違反し、研究開発を実施した

場合には、研究停止や契約解除、採択の取り消し等を行う場合があります。 
 
   ① 安全保障貿易について  
      海外への技術漏洩への対処については、外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法

律第 228 号）に基づき輸出が規制されている貨物や技術を輸出しようとする場合

は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。物の輸出だけでは

なく技術提供（設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙

・メール・CD・USB メモリなどの記憶媒体で提供すること、技術指導や技能訓練

などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支援等）も規制対象となります。 
      詳細は、経済産業省安全保障貿易管理のウェブサイトを御覧ください。

（http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html） 
 

② 動物実験等に関する対応  
「農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指

針」（平成 18 年６月１日付け農林水産技術会議事務局長通知※）に定められた動

物種を用いて動物実験等を実施する場合は、当該基本指針及び当該基本指針に示

されている関係法令等に基づき、適正に動物実験等を実施していただく必要があ

ります。 
   （※については、http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000775.html を御覧くださ

い。） 
 

③ 海外の生物サンプルの採取等を含む研究に関する対応   
    海外の生物サンプルの採取、持ち込み、購入や受取を含む研究については、「遺

伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公平かつ衡平な配分に関する指

針（財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省）※」 等

に基づき、適正に実施していただく必要があります。 
  （※については、http://www.env.go.jp/press/104061.html を御覧ください。） 
 
１３ 不合理な重複及び過度の集中の排除 

 不合理な重複（※１）及び過度の集中（※２）の排除を行う観点から、「競争的

資金の適正な執行に関する指針」（平成 17 年 9 月 9 日競争的資金に関する関係府省

連絡会申し合わせ）※に基づき行います。（※については、 
http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin1_tekiseisikkou.pdf を御覧ください。） 

 
（１）応募書類への記載 

17



                                      

   本事業の応募の際には、現在参画しているプロジェクト等（他府省を含む他の委 

  託事業及び競争的資金。以下「プロジェクト等」という。）の状況（制度名、試験 

  研究計画名、実施期間、研究予算額及びエフォート（研究専従率））を提案書に記 

  載していただきます。なお、提案書に事実と異なる記載をした場合は、研究開発計 

  画の採択の取消し又は委託契約の解除、委託経費の返還等の処分を行うことがあり 

  ます。 
 
（２）不合理な重複及び過度の集中に該当する場合 
   提案書及び他府省からの情報等により、不合理な重複及び過度の集中が認められ 

  た場合には、審査対象からの除外、採択の決定の取消し又は経費の削減を行うこと 

  があります。 
 
  ※１ 不合理な重複とは、同一の研究者による同一の試験研究計画（プロジェクト 

    等が配分される研究の名称及びその内容をいう。以下同じ。）に対して、複数 

    のプロジェクト等が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに 

    該当する場合をいいます。 
    ・実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。）の試験研究計画に

ついて、複数のプロジェクト等に対して同時に応募があり、重複して採択さ

れた場合 
    ・既に採択され、配分済のプロジェクト等と実質的に同一の試験研究計画につ 

     いて、重ねて応募があった場合 
    ・複数の試験研究計画の間で、研究費の用途について重複がある場合 
    ・その他これらに準ずる場合 
  ※２ 過度の集中とは、同一の研究者又は研究グループ（以下「研究者等」とい 

    う。）に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限 

    度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれか 

    に該当する場合をいいます。 
    ・研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場 

     合 
    ・当該試験研究計画に配分されるエフォート（研究者の全仕事時間に対する当 

     該研究の実施に必要とする時間の配分割合（％））に比べ、過大な研究費が 

     配分されている場合 
    ・不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 
    ・その他これらに準ずる場合 
 
１４ 研究費の不正使用防止のための対応 
（１）不正使用防止に向けた取組 
   農林水産省では、研究費の不正使用防止への対応について、「公的研究費の不正

使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平成 18 年８月 31 日総合

科学技術会議決定）に則り、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド
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ライン（実施基準）」（平成 19 年 10 月１日付け 19 農会第 706 号農林水産技術会

議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知。以下「管理・監査ガイドライン」と

いう。）が策定されています。 
  （管理・監査ガイドラインについては、 

http://www.affrc.maff.go.jp/docs/pdf/141218_kanri_kansa_guidline.pdf 
を御覧ください。） 

   本事業で実施する研究活動には、管理・監査ガイドラインが適用されますので、 

  各研究機関等においては、管理・監査ガイドラインに沿って、研究費の適正な執行 

  ・管理体制の整備等を行っていただく必要があります。 
   採択から委託研究契約までの間に「研究倫理に関する契約書」を提出いただく等、

その実施状況について報告等を求めるとともに、必要に応じ、実地調査を行う場合

があります。 
（２）不正使用等が行われた場合の措置 
   本事業及び農林水産省の他の事業並びに他府省の事業において、研究費の不正使 

  用又は不正受給（以下「不正使用等」という。）を行ったために、委託経費等の全 

  部又は一部を返還した研究者及びこれに共謀した研究者については、以下のとおり、 

  当該委託経費等を返還した年度の翌年度以降、一定期間、本事業への応募又は参加 

  を認めません。 
 
  １）不正使用（故意若しくは重大な過失による競争的資金等の他の用途への使用又 

   は競争的資金等の交付決定の内容やこれに附した条件に違反した使用をいう。） 

   を行った研究者及びそれに共謀した研究者 
   ① 個人の利益を得るための私的流用が認められた場合：10 年間 
   ② ①以外による場合 
    a 社会的影響が大きく、行為の悪質性も高いと判断された場合：５年間 
    b a 及び c 以外の場合：２～４年間 
    c 社会的影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合：１年間 
  ２）不正受給（偽りその他不正な手段により競争的資金等を受給することをいう。） 

   を行った研究者及びそれに共謀した研究者：５年間 
  ３）不正使用等に直接関与していないが善管注意義務に違反した研究者：不正使用 

   等を行った研究者の応募制限期間の半分（上限は２年間とし、下限は１年間で端 

   数は切り捨てる。）の期間 
  ４）他省庁を含む他の競争的資金等において不正使用等を行った研究者及びそれに 

   共謀した研究者並びに善管注意義務※に違反した研究者：当該競争的資金等にお 

   いて応募、参加を制限されることとされた期間と同一の期間 
 
   ※ 善管注意義務違反の例：原則、日常的に研究資金の管理を行うことが可能で

あって、研究実施に当たって管理する立場にある研究者が、競争的資金等の使

用・管理状況を把握せず、管理者としての責務を全うしなかった結果、被管理

者（その他の研究者）が不正を行った場合等。 
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 本事業において研究費の不正使用等を行ったため、委託経費の全部又は一部の返

還措置が採られた場合、当該不正使用等の概要を公表するとともに、その情報を他

の競争的資金等を所管する国の機関に提供します。このことにより、他の競争的資

金等においても応募が制限される場合があります。 
 研究費の不正使用等が行われた場合において、その原因の一つとして研究費の不

正使用等に関与した研究者等が所属する機関における公的研究費の管理・監視体制

が不十分であった場合には、同機関に所属する全ての研究者について、一定期間、

本事業への応募又は参加を認めないこととします。 
 なお、生研支援センターが公的研究費の配分先の研究機関において不正使用等が

行われた旨の情報を入手した場合の対応については、「研究機関において公的研究

費の不正使用等があった場合の研究事業への参加対応について」に準じて対応しま

すので下記を御覧ください。 
   （http://www.affrc.maff.go.jp/docs/pdf/kenkyuhusei_sanka_taiou.pdf） 
 
１５ 虚偽の申請に対する対応 
   事業にかかる申請内容において、虚偽行為が明らかになった場合、研究開発計画 

  に関する委託契約を取り消し、委託経費の一括返済、損害賠償等を委託先に求める 

  場合があります。 
   また、これらの不正な手段により本事業から資金を受給した研究者及びそれに共 

  謀した研究者等については、上記１４（２）の不正使用等を行った場合と同様の措 

  置を取ります。 
 
１６ 研究活動の不正行為防止のための対応 
（１）不正行為防止に向けた取組 
   農林水産省では、研究活動の不正行為に関し、「農林水産省所管の研究資金に係

る研究活動の不正行為への対応ガイドライン」（平成 18 年 12 月 15 日付け 18 農会

第 1147 号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知。以下「不

正行為ガイドライン」という。※）及び「農林水産省が配分する研究資金を活用し

た研究活動における特定不正行為への対応に関する規程」（平成 18 年 12 月 15 日

付け 18 農会第 1148 号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知

※）が策定されています。 
   本事業で実施する研究活動には、これらの通知が適用されます。各研究機関にお

いては、不正行為ガイドラインに基づいて、研究倫理教育責任者を設置するなど不

正行為を未然に防止する体制を整備するとともに、研究機関内の研究活動に関わる

者を対象に、契約締結時までに研究倫理教育を実施していただき、契約の際に「研

究倫理に関する誓約書」を提出する必要があります（研究倫理教育を実施していな

い研究機関は本事業に参加することはできません）。また、研究活動の特定不正行

為（発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗

用）に関する告発等を受け付ける窓口の設置や、特定不正行為に関する告発があっ
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た場合の調査委員会の設置及び調査の実施等、研究活動における特定不正行為に対

し適切に対応していただく必要があります。

（※については、http://www.affrc.maff.go.jp/docs/pdf/tokekomi.pdf を御覧ください。） 

（２）特定不正行為が行われた場合の措置

特定不正行為があったと認定された研究に係る資金の配分を受けた機関に対し、

当該研究に配分された研究費の一部又は全部の返還を求める場合があります。

 また、特定不正行為に関与したと認定された者及び特定不正行為に関与したとま 

では認定されないものの、特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等の 

内容について責任を負うものとして認定された著者に対し、以下のとおり、一定期 

間、本事業をはじめとする農林水産省所管の研究資金等への申請を制限する場合が 

あります。

１）特定不正行為に関与したと認定された者については、その特定不正行為の程度

により、特定不正行為と認定された年度の翌年度以降２年から 10 年

２）特定不正行為に関与したとまでは認定されないものの、特定不正行為があった

と認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著

者については、特定不正行為と認定された年度の翌年度以降１年から３年

１７ 

 なお、上記の措置の対象となった者の氏名・所属、当該措置の内容、特定不正行

為の内容等を公表するとともに、国費による研究資金を所管する各府省及び農林水

産省所管の独立行政法人に情報提供しますので、他の事業等においても申請が制限

される場合があります。

  指名停止を受けた場合の取扱い

 公募期間中に談合等によって農林水産省から指名停止措置を受けている研究機関

等が参画した研究グループによる応募について、措置対象地域で研究を実施する内

容の応募は受け付けません。なお、公募期間終了後、採択までの間に指名停止措置

を受けた場合は、不採択とします。

１８ 個人情報の取扱い

 応募に関連して提供された個人情報については、採択機関の選定、採択の採否の      

連絡、今後の契約手続、評価の実施等の業務のために利用及び提供するほか、上記

１３から１７までに基づく情報提供を行う場合があります。                  

その際には「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を遵守して

取り扱います。                                                      

 (詳しくは、http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/kenkyu.htm　

を御覧ください。)                                                       

　採択機関決定後は、採択機関に係る個人情報を除き、全ての個人情報を生研支援

センターが責任をもって破棄します。

 

21



 なお、採択された個々の研究開発計画に関する情報（研究開発計画名、研究概

要、研究機関名、研究者名及び研究実施機関等）は、行政機関が保有する情報とし

て公開されることがあります。                                                  

また、採択された研究開発計画に係る応募情報は、採択後の研究支援のために生　

研支援センターが使用するとともに、応募情報に含まれる個人情報は、府省共通研

究開発管理システムを経由して、内閣府の「政府研究開発データベース※」へ提供

されます。

※政府研究開発データベース

政府研究開発データベースとは、総合科学技術・イノベーション会議が各種情

報を一元的・網羅的に把握し、国の資金による研究開発の成果を適切に評価する 

とともに総合戦略の策定や資源配分を適切に実施できるよう、関係府省の担当者 

が各種情報を検索・分析するためのものです。

１９ 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構に所属する研究所について 

研究グループの構成員に国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以 

下、「農研機構」）に所属する研究所等が参画する場合の当該研究予算については、 

別途予算措置をする予定であることから、生研センターから農研機構に所属する研究

所等には本事業にかかる委託費は、原則として支出しません。 

２０ 公募説明会の開催 

（１）開催日時及び場所

農林水産省が平成 30 年１月 16 日（火曜日）から１月 26 日（金曜日）の間、全国

８か所で事業・公募説明会を開催します。 

（http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/171226.html）
説明会の開催地、日程等は、別紙２「説明会日程」を御参照ください。 

（２）事業・公募説明会の主な内容

①「「知」の集積と活用の場によるイノベーション創出推進事業」のうち「イノベ

ーション創出強化研究推進事業」の概要について

②「生産性革命に向けた革新的技術開発事業」の概要について

③「革新的技術開発・緊急展開事業」のうち「経営体強化プロジェクト」の新規公

募の概要について

⑤ 「戦略的プロジェクト研究推進事業」の概要について

⑥ その他

２１ 問合せ先

本件に関する問合せは、応募の締切りまでの間、以下において受け付けます。な
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お、審査経過、他の提案者に関する事項、応募に当たり特定の者にのみ有利となる

事項等にはお答えできません。また、これら以外の問合せについては、質問者が特

定される情報等を伏せた上で、質問及び回答の内容を生研支援センターのウェブサ

イトにて公開させていただきますので、御承知おきください。 
 

  ○ 公募全般に関するお問い合わせ  
 
農林水産省農林水産技術会議事務局研究推進課 

  担 当：①鈴木、片山（事業への応募について） 

      ②山平、加藤（「知」の集積と活用の場について） 

ＴＥＬ：①０３－６７４４－７０４４ 

        ②０３－３５０２－５５３０   

      E-mail ：maff_sangakurenkei@maff.go.jp 

   
     農研機構（本事業の所管は４月以降） 
     生物系特定産業技術研究支援センター（生研支援センター） 
     新技術開発部連携・企画課      担当：中村、寺口       
            ご質問いただく内容次第で他の者が直接お答えすることもありますので、

お電話の際は担当者を指名するのではなく、まずは質問の概要をご説明いた

だけますと幸いです。 
 
       住所 〒331-8537  
             埼玉県さいたま市北区日進町 1 丁目 40 番地 2 
      (http://www.naro.affrc.go.jp/brain/shien/index.html) 
    ＴＥＬ：０４８－６６９－９１７０ 
    ＦＡＸ：０４８－６６６－９２６６ 
    E-mail ：inobe-web@ml.affrc.go.jp    
 
  ○ 契約事務について 
       生研支援センター新技術開発部イノベ強化事業事務局  
     担当者：山崎、西村、我妻 
    ＴＥＬ：０４８－６６９－９１９６ 
    ＦＡＸ：０４８－６６６－９２６６ 
 
  〇e-Rad について 
    e-Rad ヘルプデスク 
    ＴＥＬ：０５７０－０６６－８７７ 
         ０３－６６３１－０６２２（直通） 
     「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）」ポータルサイトの「ヘルプデス

クへお問い合わせ」も御確認ください。 
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      ＵＲＬ：https://www.e-rad.go.jp/contact/index.html 
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【基礎研究ステージに関する公募要件】 

 
１ 基礎研究ステージについて 
（１）基礎研究ステージの対象分野について 

基礎研究ステージは、研究機関等の独創的なアイデアや基礎科学など萌芽段階の

研究を基に、革新的な研究シーズを創出するチャレンジングな基礎研究が対象で

す。 
 また、創出される研究成果が、応用段階の研究開発につながるとともに、将来、

農林水産・食品分野の生産現場等で実用化につながる具体像が明確に示されている

ことが必要です。       
 
（２）申請者の要件  
   単独の研究機関又は研究グループとします。 
   「知」の集積と活用の場からの提案については、同一の研究開発プラットフォー 

ムにおける２セクター（※）以上の研究機関等で構成される研究コンソーシアムと 
します。  
※公募要領（共通事項）の３の（１）研究機関等の分類を参照 

 
（３）研究費の上限、研究実施期間  

応募者の区分 研究費の上限 研究実施期間 
「知」の集積と活用の場以外からの提案 ３，０００万円／年 ３年以内 
「知」の集積と活用の場（※）からの提

案 
５，０００万円／年 ３年以内 

   ※ 公募要領３の（３）の③を参照 
 

研究費は可能な限り精査した額を計上してください。過大な積算を行っている研 
究課題については、審査上マイナスとなることがあります。 

 採択研究課題決定の際は、審査結果を踏まえ、研究計画の見直し、研究費の減額、

研究実施期間の短縮等の条件が付される場合があります。 
 
（４）公募する研究の実施期限 

   契約締結時から平成 33 年３月末までとします。 

   なお、当初の計画目標に照らして著しく進捗の悪い研究開発計画、十分な成果達

成が見込めない研究開発計画、研究開発計画全体の成果達成への寄与が不明確な研

究項目等については、委託試験研究の実施期間の途中であっても研究開発計画全体

又は研究開発計画の一部を中断していただく場合があります。 

 
（５）「知」の集積と活用の場からの提案への優遇 

｢知｣の集積と活用の場によるオープンイノベーションを推進する観点から、｢知｣

の集積と活用の場からの提案については、（３）に記載するとおり、研究委託費上
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限額を拡大するとともに、採択審査時にポイント加算を行うこととします（審査上

の扱いであり、採択を約するものではありません）。 

ポイント加算の方法については、「３ 研究課題の選定」を参照してください。た

だし、研究開発プラットフォームからの提案と研究ネットワークからの提案を重複

したポイント加算はいたしません。 

 
（６）「研究ネットワーク」からの提案への優遇 

情報や研究に係る資源を集積することで、相乗的かつ迅速な技術開発とその成果

の社会実装を促進する戦略的な技術開発体制の構築を図るため、農林水産技術会議

事務局では、「研究ネットワーク形成事業」等により、拠点となる機関を中心に、

ある共通の研究テーマについて、恒常的に情報共有、人材交流、共同研究等を行う、

企業、大学、研究機関、農林漁業経営体等から成る研究ネットワークの形成を推進

しています。 

平成２８年度補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」のうち「研究ネットワ

ーク形成事業」で採択された研究ネットワークから立ち上げられた研究グループが

応募する場合は、当該研究ネットワークについて、様式に必要事項を記入してくだ

さい。 

なお、研究ネットワークから立ち上げられた研究グループが、研究ネットワーク

の中核となる拠点機関の了解を得て応募した提案については、採択審査時にポイン

ト加算をします（ただし、研究グループの参画機関（協力機関は含まない）は全て

研究ネットワークに参画している必要があります。なお、審査上の扱いであり、採

択を約するものではありません）。 

ポイント加算の方法については、「３ 研究課題の選定」を参照してください。 

ただし、研究ネットワークからの提案と研究開発プラットフォームからの提案を

重複したポイント加算はいたしません。 

 
（７）各種施策を促進するための措置 

  審査に当たって、以下の施策、計画等に沿って提案された研究課題については、

書面審査の評価点にポイント加算することとします（審査上の扱いであり、採択を

約するものではありません。）。 

  ポイント加算の方法については、「３ 研究課題の選定」を参照してください。 

（ⅰ）地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物

の利用促進に関する法律（平成 22 年法律第 67 号。六次産業化・地産地消法。）

における認定を受けた又は認定を受けることを前提とした「研究開発・成果利用

事業計画」に基づき策定された研究課題 

（ⅱ）中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成 20
年法律第 38 号。農商工等連携促進法。）において認定を受けた又は認定を受ける

ことを前提とした「農商工連携等事業計画」に基づき策定された研究課題 

（ⅲ）地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）において認定を受けた又は認定を受ける

ことを前提とした「地域再生計画」において本事業に対する支援措置要望の記載
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がある研究課題 

（ⅳ）「グローバル・フードバリューチェーン戦略」（平成２６年６月６日策定）へ

の貢献を目的として、多国間や他国の研究機関との間で、締結又は締結見込みで

ある研究開発に係る MOC（Memorandum of Cooperation：協力覚書）や Workplan
（研究計画）に基づく研究課題 

（ⅴ）総合特別区域計画法（平成 23 年法律第 81 号）に基づき、先駆的取組を行う実

現可能性の高い地域に国と地域の政策資源を集中し、オーダーメイドで総合的に

支援する地域として認定を受けた「総合特別区域計画」に基づく研究課題 
（ⅵ）文部科学省、経済産業省、農林水産省及び総務省が、地域イノベーションの創

出に向けた主体的かつ優れた構想を持つ地域を共同で選定した地域イノベーショ

ン戦略推進地域から提案された研究課題  
（ⅶ）「地域活性化の推進に関する関係閣僚等会合に基づき、地域が直面している「超 

高齢化・人口減少社会における持続可能の都市・地域の形成」及び「地域産業の 
成長・雇用の維持創出」の施策テーマの成功事例（モデルケース）として選定さ 
れた地域活性化プラットフォームのモデルケースから提案された研究課題 

   
   なお、「認定を受けることを前提とした」とは、当該計画を担当府省に提出して

おり、認定待ちであることをいいます。 

上記（ⅰ）～（ⅶ）のいずれかに該当する研究課題は、必ず応募書類（研究課題

提案書）の様式３に、該当する計画書等の該当箇所を抜粋して記載又は添付してく

ださい。 
また、（ⅳ）に該当する場合は、「グローバル・フードバリューチェーン戦略」

のどの項目に貢献するのかも併せて記載してください。 

 
２ 応募書類（研究課題提案書）等 

  応募書類（研究課題提案書）は生研支援センターのウェブサイトよりダウンロード

してください。 

 （ウェブサイト：http://www.naro.affrc.go.jp/brain/shien/index.html） 
 

応募書類は以下から構成されております。 

様式１ 研究計画調書 【必須】 

様式２－１ 研究課題概要図 【必須】 

様式２－２ 研究課題のポイント 【必須】 

様式２－３ 共同研究グループの構成 【必須】 

様式２－４ 

 

「知」の集積と活用の場 研究開発プラットフ

ォームの概要 

【該当研究課題のみ】 

 

様式３ 研究課題内容 【必須】 

様式４－１ 経理事務体制について 【必須】 

様式４－２ 参画機関の知的財産への取組状況等 【必須】 
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様式５－１ 研究管理運営機関を活用する理由書 【該当研究課題のみ】 

様式５－２ 研究支援者の情報等 【該当研究課題のみ】 

様式５－３ 

 

研究ネットワークから立ち上げられた研究コ

ンソーシアムによる応募 

【該当研究課題のみ】 

 

 
応募書類の作成に当たっては、応募書類に青文字で記載している「記載事例及び留 

意事項」を必ず御一読ください。 
 
３ 研究課題の選定 
（１）審査基準 
  課題の選定に関する審査基準は別紙５のとおりです。 
 

（２）審査の方法及び手順  

  １次（書面）審査及び２次（面接）審査を経て採択研究課題を決定します。 
なお、国から生研支援センターへの業務の移管に伴い、今年度の新規採択に限り１

次審査の事務は農林水産省が、２次審査以降の事務は生研支援センターが行います。 
  

①  １次（書面）審査  

   １次（書面）審査においては、「科学的ポイント」として外部専門家による審査

を、「行政的ポイント」として農林水産省の行政官による審査を実施します。 

 

［１次（書面）審査の手順］ 

○「科学的ポイント」は、応募研究課題の研究分野の専門家が審査を行うピアレビュー

方式で、外部専門家による審査を、審査基準に基づき実施します。書面審査を行う外

部専門家は、あらかじめ登録されたデータベースの中から、研究課題の専門分野、利

害関係者等を考慮して割り振ります。 

○「行政的ポイント」は、政策的視点から行政官による審査を、審査基準に基づき実施

します。 

○「科学的ポイント」の平均点と「行政的ポイント」の平均点を合計した評価点を当該

研究課題の「１次評価ポイント」とします。 

 
    科学的ポイント＋ 行政的ポイント＝ １次評価ポイント 
 

［審査における優先的な取扱いの方法（加算ポイント）］ 

○ １－（５）に記載している事項に該当する研究課題については、「１次評価ポイント」

に１０ポイントを加算します。 

○ １－（６）に記載している事項に該当する研究課題については、「１次評価ポイント」

に５ポイントを加算します。ただし、「知」の集積と活用の場（１－（５））との重

複加算はしません。 
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○ １－（７）に記載している事項に該当する研究課題については、「１次評価ポイント」

に５ポイントを加算します。 

○ 参画機関における知的財産の管理体制の整備について、審査基準に基づき評価を行

い、審査基準に基づき「１次評価ポイント」に加算します。 

 

［２次（面接）審査対象課題の選定］ 

○ １次評価ポイントに加算ポイントを加えた点数の上位の研究課題から、２次（面接）

審査の対象研究課題を選考します。 

○ ２次（面接）審査の対象となった研究課題及び審査日程については、当該研究課題の

研究統括者に直接連絡するとともに、農林水産省等のウェブサイトにも掲載します。 

 

②  ２次（面接）審査 

 ２次（面接）審査においては、「科学的ポイント」、「行政的ポイント」として外

部専門家及び行政官を構成員とする評議委員会を開催し、２次（面接）審査の対象研

究課題について研究統括者等に対するヒアリング審査を実施します。 

  なお、評議委員会は非公開で行います。 

 

［２次（面接）審査の手順］ 

○ 「科学的ポイント」は、農林水産・食品分野や医療分野や工学分野などの幅広い分野

の外部専門家を評議委員として、審査基準に基づき審査を実施します。 

○ 「行政的ポイント」は、政策的視点から行政官を評議委員として、審査基準に基づき

審査を実施します。 

○ 「科学的ポイント」の平均点と「行政的ポイント」の平均点を合計した評価点を当該

研究課題の「２次評価ポイント」とします。 

 
［「知」の集積と活用の場ポイント］ 
○ 「「知」の集積と活用の場ポイント」は、「知」の集積と活用の場の趣旨との整合

性について、審査基準に基づき評議委員が採点します。 
［審査における優先的な取扱いの方法（加算ポイント）］ 
○ 「研究ネットワーク」からの提案は３ポイント加算します。ただし、「知」の集積

と活用の場ポイントとの重複加算はしません。 
 

③  採択候補研究課題の選定  

 ２次ヒアリング審査の「評価ポイント」に、「「知」の集積と活用の場ポイント」

と加算ポイントを加えた合計点を、その研究課題の「最終評価ポイント」とし、「最

終評価ポイント」の上位から順に採択候補研究課題を選定します。 

 ２次ヒアリング審査評価ポイント＋「知」の集積と活用の場ポイント＋加算ポ  

 イント＝ 最終評価ポイント 

 

④ 採択研究課題の決定  
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 農林水産省において運営管理委員会による各研究ステージの採択候補研究課題を決

定し、生研支援センターに通知します。 

 なお、採択に当たっては、研究機関の財務状況を勘案する場合があります。また、

審査結果を踏まえ、研究計画の見直し、研究費の減額、研究実施期間の短縮等の条件

が付される場合があります。 

 
（３）選定結果等の公表・通知 

１次審査及び２次審査における選定結果については、e-Rad による提案時に付与

される応募番号を生研支援センターのウェブサイトに掲載することで速やかに公

表する予定です。不採択となった提案については、不採択理由等を後日お知らせし

ます。 
なお、応募者の企業秘密、知的財産等に係る情報等を保護する観点から、審査内

容等に関する照会には応じません。 
また、委託予定先に採択された場合、速やかに研究開発計画書とコンソーシアム

設立規約等、必要な書類を作成し、提出していただきます。提出していただいた資

料を基に、契約締結の可否を決定します。 
この他、委託予定先に対し、必要に応じて、採択に当たっての条件、研究実施に

当たっての留意事項を付す場合があります。条件、留意事項については、研究開発

計画書に反映して提出していただきます。条件が満たされない場合、留意事項の全

部又は一部が実行できないと判断したときは、委託先としません。 

30



【応用研究ステージに関する公募要件】 

 
１ 応用研究ステージについて 
（１）応用研究ステージの対象分野について  

応用研究ステージは、農林水産省の研究資金や他の研究資金による基礎研究で創

出された研究シーズを基にした実用化段階の研究開発に向けた応用研究が対象で

す。 
 また、創出される研究成果が、実用化段階の研究開発につながるとともに、将来、

農林水産・食品分野の生産現場等で実用化につながる具体像が明確に示されている

ことが必要です。     
 
（２）申請者の要件  
   研究グループとします。（研究グループの構成に特段の要件はありません） 
  「知」の集積と活用の場からの提案については、同一の研究開発プラットフォー 

ムにおける２セクター（※）以上の研究機関等で構成される研究コンソーシアムと 
します。  
※公募要領（共通事項）の３の（１）研究機関等の分類を参照 

 
（３）研究費の上限、研究実施期間  

応募者の区分 研究費の上限 研究実施期間 
「知」の集積と活用の場以外からの提案 ３，０００万円／年 ３年以内 
「知」の集積と活用の場（※）からの提

案 
５，０００万円／年 ３年以内 

   ※ 公募要領３の（３）の③を参照 

 
研究費は可能な限り精査した額を計上してください。過大な積算を行っている研 

究課題については、審査上マイナスとなることがあります。 
採択研究課題決定の際は、審査結果を踏まえ、研究計画の見直し、研究費の減額、 

研究実施期間の短縮等の条件が付される場合があります。 
 
（４）公募する研究の実施期限 

   契約締結時から平成 33 年３月末までとします。 

   なお、当初の計画目標に照らして著しく進捗の悪い研究開発計画、十分な成果達

成が見込めない研究開発計画、研究開発計画全体の成果達成への寄与が不明確な研

究項目等については、委託試験研究の実施期間の途中であっても研究開発計画全体

又は研究開発計画の一部を中断していただく場合があります。 

 

（５）「知」の集積と活用の場からの提案への優遇 

｢知｣の集積と活用の場によるオープンイノベーションを推進する観点から、｢知｣

の集積と活用の場からの提案については、（３）に記載するとおり、研究委託費上
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限額を拡大するとともに、採択審査時に加点を行うこととします（審査上の扱いで

あり、採択を約するものではありません）。 

ポイント加算の方法については、「３ 研究課題の選定」を参照してください。た

だし、研究開発プラットフォームからの提案と研究ネットワークからの提案を重複

したポイント加算はいたしません。 

 

（６）「研究ネットワーク」からの提案への優遇 

情報や研究に係る資源を集積することで、相乗的かつ迅速な技術開発とその成果

の社会実装を促進する戦略的な技術開発体制の構築を図るため、農林水産技術会議

事務局では、「研究ネットワーク形成事業」等により、拠点となる機関を中心に、

ある共通の研究テーマについて、恒常的に情報共有、人材交流、共同研究等を行う、

企業、大学、研究機関、農林漁業経営体等から成る研究ネットワークの形成を推進

しています。 

平成２８年度補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」のうち「研究ネットワ

ーク形成事業」で採択された研究ネットワークから立ち上げられた研究グループが

応募する場合は、当該研究ネットワークについて、様式に必要事項を記入してくだ

さい。 

なお、研究ネットワークから立ち上げられた研究グループが、研究ネットワーク

の中核となる拠点機関の了解を得て応募した提案については、採択審査時にポイン

ト加算をします（ただし、研究グループの参画機関（協力機関は含まない）は全て

研究ネットワークに参画している必要があります。なお、審査上の扱いであり、採

択を約するものではありません）。 

ポイント加算の方法については、「３ 研究課題の選定」を参照してください。 

ただし、研究ネットワークからの提案と研究開発プラットフォームからの提案を

重複したポイント加算はいたしません。 

 

（７）各種施策を促進するための措置 

  審査に当たって、以下の施策、計画等に沿って提案された研究課題については、

書面審査の評価点にポイント加算することとします（審査上の扱いであり、採択を

約するものではありません）。 

   ポイント加算の方法については、「３ 研究課題の選定」を参照してください。 

（ⅰ）地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物

の利用促進に関する法律（平成 22 年法律第 67 号。六次産業化・地産地消法。）

における認定を受けた又は認定を受けることを前提とした「研究開発・成果利用

事業計画」に基づき策定された研究課題 

（ⅱ）中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成 20
年法律第 38 号。農商工等連携促進法。）において認定を受けた又は認定を受ける

ことを前提とした「農商工連携等事業計画」に基づき策定された研究課題 

（ⅲ）地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）において認定を受けた又は認定を受ける

ことを前提とした「地域再生計画」において本事業に対する支援措置要望の記載
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がある研究課題 

（ⅳ）「グローバル・フードバリューチェーン戦略」（平成 26 年６月６日策定）への

貢献を目的として、多国間や他国の研究機関との間で、締結又は締結見込みであ

る研究開発に係る MOC（Memorandum of Cooperation：協力覚書）や Workplan（研

究計画）に基づく研究課題 

（ⅴ）総合特別区域計画法（平成 23 年法律第 81 号）に基づき、先駆的取組を行う実

現可能性の高い地域に国と地域の政策資源を集中し、オーダーメイドで総合的に

支援する地域として認定を受けた「総合特別区域計画」に基づく研究課題  
（ⅵ）文部科学省、経済産業省、農林水産省及び総務省が、地域イノベーションの創

出に向けた主体的かつ優れた構想を持つ地域を共同で選定した地域イノベーショ

ン戦略推進地域から提案された研究課題  
（ⅶ）「地域活性化の推進に関する関係閣僚等会合に基づき、地域が直面している「超 

高齢化・人口減少社会における持続可能の都市・地域の形成」及び「地域産業 
の成長・雇用の維持創出」の施策テーマの成功事例（モデルケース）として選定 
された地域活性化プラットフォームのモデルケースから提案された研究課題  

   
  なお、「認定を受けることを前提とした」とは、当該計画を担当府省に提出して

おり、認定待ちであることをいいます。 

上記（ⅰ）～（ⅶ）のいずれかに該当する研究課題は、必ず応募書類（研究課題

提案書）の様式３に、該当する計画書等の該当箇所を抜粋して記載又は添付してく

ださい。 
また、（ⅳ）に該当する場合は、「グローバル・フードバリューチェーン戦略」

のどの項目に貢献するのかも併せて記載してください。 

 

２ 応募書類（研究課題提案書）等 

  応募書類（研究課題提案書）は生研支援センターのウェブサイトよりダウンロード

してください。 

 （ウェブサイト：http://www.naro.affrc.go.jp/brain/shien/index.html） 
 

応募書類は以下から構成されております。 
様式１ 研究計画調書 【必須】 

様式２－１ 研究課題概要図 【必須】 

様式２－２ 研究課題のポイント 【必須】 

様式２－３ 共同研究グループの構成 【必須】 

様式２－４ 

 

「知」の集積と活用の場 研究開発プラットフ

ォームの概要 

【該当研究課題のみ】 

 

様式３ 研究課題内容 【必須】 

様式４－１ 経理事務体制について 【必須】 

様式４－２ 参画機関の知的財産への取組状況等 【必須】 
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様式５－１ 研究管理運営機関を活用する理由書 【該当研究課題のみ】 

様式５－２ 研究支援者の情報等 【該当研究課題のみ】 

様式５－３ 

 

研究ネットワークから立ち上げられた研究コ

ンソーシアムによる応募 

【該当研究課題のみ】 

 

 
応募書類の作成に当たっては、応募書類に青文字で記載している「記載事例及び留 

意事項」を必ず御一読ください。 

 
３ 研究課題の選定 
（１）審査基準 
  課題の選定に関する審査基準は別紙５のとおりです。 
 

（２）審査の方法及び手順  

  １次（書面）審査及び２次（面接）審査を経て採択研究課題を決定します。 
なお、国から生研支援センターへの業務の移管に伴い、今年度の新規採択に限り１

次審査の事務は農林水産省が、２次審査以降の事務は生研支援センターが行います。 
 

① １次（書面）審査  

   １次（書面）審査においては、「科学的ポイント」として外部専門家による審査

を、「行政的ポイント」として農林水産省の行政官による審査を実施します。 

  

［１次（書面）審査の手順］ 

○「科学的ポイント」は、応募研究課題の研究分野の専門家が審査を行うピアレビュー

方式で、外部専門家による審査を、審査基準に基づき実施します。書面審査を行う外

部専門家は、あらかじめ登録されたデータベースの中から、研究課題の専門分野、利

害関係者等を考慮して割り振ります。 

○「行政的ポイント」は、政策的視点から行政官による審査を、審査基準に基づき実施

します。 

○「科学的ポイント」の平均点と「行政的ポイント」の平均点を合計した評価点を当該

研究課題の「１次評価ポイント」とします。 

 
    科学的ポイント＋ 行政的ポイント＝ １次評価ポイント 

 
［審査における優先的な取扱いの方法（加算ポイント）］ 

○ １－（５）に記載している事項に該当する研究課題については、「１次評価ポイント」

に１０ポイントを加算します。 

○ １－（６）に記載している事項に該当する研究課題については、「１次評価ポイント」

に５ポイントを加算します。ただし、「知」の集積と活用の場（１－（５））との重

複加算はしません。 
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○ １－（７）に記載している事項に該当する研究課題については、「１次評価ポイント」

に５ポイントを加算します。 

○ 参画機関における知的財産の管理体制の整備について、審査基準に基づき評価を行

い、審査基準に基づき「１次評価ポイント」に加算します。 

 

 

［２次（面接）審査対象課題の選定］ 

○ １次評価ポイントに加算ポイントを加えた点数の上位の研究課題から、２次（面接）

審査の対象研究課題を選考します。 

○ ２次（面接）審査の対象となった研究課題及び審査日程については、当該研究課題の

研究統括者に直接連絡するとともに、農林水産省等のホームページにも掲載します。 

 

②  ２次（面接）審査 

 ２次（面接）審査においては、「科学的ポイント」、「行政的ポイント」として外

部専門家及び行政官を構成員とする評議委員会を開催し、２次（面接）審査の対象研

究課題について研究統括者等に対するヒアリング審査を実施します。 

  なお、評議委員会は非公開で行います。 

 

［２次（面接）審査の手順］ 

○ 「科学的ポイント」は、農林水産・食品分野や医療分野や工学分野などの幅広い分野

の外部専門家を評議委員として、審査基準に基づき審査を実施します。 

○ 「行政的ポイント」は、政策的視点から行政官を評議委員として、審査基準に基づき

審査を実施します。 

○ 「科学的ポイント」の平均点と「行政的ポイント」の平均点を合計した評価点を当該

研究課題の「２次評価ポイント」とします。 

 
［「知」の集積と活用の場ポイント］ 
○ 「「知」の集積と活用の場ポイント」は、「知」の集積と活用の場の趣旨との整合

性について、審査基準に基づき評議委員が採点します。 
［審査における優先的な取扱いの方法（加算ポイント）］ 
○ 「研究ネットワーク」からの提案は３ポイント加算します。ただし、「知」の集積

と活用の場ポイントとの重複加算はしません。 
 

③  採択候補研究課題の選定  

 ２次ヒアリング審査の「評価ポイント」に、「「知」の集積と活用の場ポイント」

と加算ポイントを加えた合計点を、その研究課題の「最終評価ポイント」とし、「最

終評価ポイント」の上位から順に採択候補研究課題を選定します。 

 ２次ヒアリング審査評価ポイント＋「知」の集積と活用の場ポイント＋ 
加算ポイント＝ 最終評価ポイント 
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④  採択研究課題の決定  
 農林水産省において運営管理委員会による各研究ステージの採択候補研究課題を決

定し、生研支援センターに通知します。 

 なお、採択に当たっては、研究機関の財務状況を勘案する場合があります。また、

審査結果を踏まえ、研究計画の見直し、研究費の減額、研究実施期間の短縮等の条件

が付される場合があります。 

 

（３）選定結果等の公表・通知 
１次審査及び２次審査における選定結果については、e-Rad による提案時に付与

される応募番号を生研支援センターのウェブサイトに掲載することで速やかに公

表する予定です。不採択となった提案については、不採択理由等を後日お知らせし

ます。 
なお、応募者の企業秘密、知的財産等に係る情報等を保護する観点から、審査内

容等に関する照会には応じません。 
また、委託予定先に採択された場合、速やかに研究開発計画書とコンソーシアム

設立規約等、必要な書類を作成し、提出していただきます。提出していただいた資

料を基に、契約締結の可否を決定します。 
この他、委託予定先に対し、必要に応じて、採択に当たっての条件、研究実施に

当たっての留意事項を付す場合があります。条件、留意事項については、研究開発

計画書に反映して提出していただきます。条件が満たされない場合、留意事項の全

部又は一部が実行できないと判断したときは、委託先としません。 
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【開発研究ステージに関する公募要件】 

 
１ 開発研究ステージについて 
（１）開発研究ステージの対象分野について 

開発研究ステージは、応用研究で創出された研究シーズを基にした、農林水産分

野・食品分野における生産現場の課題解決を図る実用化段階の研究開発を対象とし

ています。そのため、前提条件として、十分な基礎・応用研究での知見及びそれに

基づく技術シーズの蓄積があることが必要です。 
 また、研究成果となる生産技術等（出口）を明確化し、生産現場等への導入・普

及が見込まれる研究課題を提案することが応募者に求められます。   
 
（２）申請者の要件  

２つ以上のセクター（※）の研究機関等から構成される研究グループでの応募で 
あるものとします。 

  「知」の集積と活用の場からの提案については、同一の研究開発プラットフォー 
ムにおける２セクター（※）以上の研究機関等で構成される研究コンソーシアムと 
します。  

※公募要領（共通事項）の３の（１）研究機関等の分類を参照 
 

（３）研究費の上限、研究実施期間 
応募者の区分 研究費の上限 研究実施期間 

「知」の集積と活用の場以外からの提案

（マッチングファンド方式の適用の有

無にかかわらない） 

３，０００万円／年 ３年以内 
（育種研究は

５年以内） 
「知」の集積と活用の場（※１）からの

提案 
 
 

 
 

 
 
 

 

①マッチングファンド方式の適用

がある場合 
１５，０００万円／年 ５年以内 

②マッチングファンド方式の適用

がない場合（※２） 
５，０００万円／年 

 
３年以内 

（育種研究は

５年以内） 
   ※１ 公募要領３の（３）の③を参照 

※２ （４）の１）のただし書きを参照 
 
研究費は可能な限り精査した額を計上してください。過大な積算を行っている 

研究課題については、審査上マイナスとなることがあります。 
採択研究課題決定の際は、審査結果を踏まえ、研究計画の見直し、研究費の減額、 

研究実施期間の短縮等の条件が付される場合があります。 
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（４）マッチングファンド方式 
１）マッチングファンド方式の適用  

研究グループに民間企業等が参画する場合は、生研支援センターが支出する 
委託費のうち、民間企業等に支出する委託費の１／２以上を自己資金として当 
該民間企業等の全体で負担していただく必要があります（マッチングファンド

条件）。 
 ただし、研究成果の活用による新たな商品、便益の開発に伴う将来的な利益 
の創出を行わない民間企業等（※）はマッチングファンド方式の適用になりま 
せん。（この場合、提案書において、当該民間企業等が上記活動を行わないこ 
と（特許権等の権利者にはならない等）がわかるよう、明記していただきます） 
（※民間企業等とは、公募要領の３の（１）の研究機関等の分類において、セ

クターⅣに該当する研究機関等です） 

 
○ 研究資金を自己負担する民間企業等（※）   

研究成果を用いて（特許権等として権利化、ノウハウとして秘匿化等）、新 

たな商品や便益の開発を行うことにより、将来的に利益を享受することとなる 

民間企業等 

○ マッチングファンド方式の適用にならない（自己負担を行う必要がない）

民間企業等の例 
・研究グループの他の機関が開発した研究成果の実証のみ行う民間企業等 

   例１ 食品加工機器開発の研究において、当該機器のユーザーとなる食品 

加工メーカー 

例２ ＩＣＴによる農産物栽培・生産支援システム開発の研究において、

当該システムを使用する農業生産法人 

・研究成果を活用して利益を得る意向の無い民間企業等 

  例  社会貢献の一環として研究に参画 
 

２）マッチングファンド方式の留意事項  
① 代表機関は、構成員の自己資金に不足が生じないよう責任をもって調整を 

行うこと、構成員はこれに協力することに同意することが必要です。 
② マッチングファンド条件の成立時期は、毎年度末の精算時点とします。 
③ 毎年度末の精算時点において、自己資金の支出実績額が不足し、マッチング

ファンド条件を満たさない場合は、本事業の経費の範囲に基づき、マッチン

グファンド条件が成立するまで委託費を財源に支出された経費を自己資金

で支出する経費に振り替えていただきます。振り替えたことにより過払いと

なった委託費は、翌年度の早い時期に返還していただきます。 
④ 毎年度末の精算時点において、自己資金の支払実績額がマッチングファンド

条件における負担額を超過している場合は、生研支援センターが認めた場合

に限り、当該超過額を翌年度の自己資金要負担額に含めることができます。 
⑤ マッチングファンド方式の適用にならなかった民間企業等について、研究実
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施中又は研究終了後、研究成果を活用して新たな商品、便益の開発を行い、

利益を得たことが判明した場合は、研究当初にさかのぼってマッチングファ

ンド条件を満たすよう、過払いとなった委託費を返還していただきます。 
⑥ 自己資金は、公的な財源ではありませんが、国の事業として行われる本事業

において、公的資金の支払い条件の根拠となりますので、公的資金の委託費

に準じた取り扱いと管理をお願いします。 
 
（５）公募する研究の実施期限 

   契約締結時から、「知」の集積と活用の場の研究開発プラットフォームから形成

された研究コンソーシアムのうち、マッチングファンド方式の適用がある場合及び

育種研究の場合は平成 35 年３月末まで、それ以外の場合は 33 年３月末までとしま

す。 
   なお、当初の計画目標に照らして著しく進捗の悪い研究開発計画、十分な成果達

成が見込めない研究開発計画、研究開発計画全体の成果達成への寄与が不明確な研

究項目等については、委託試験研究の実施期間の途中であっても研究開発計画全体

又は研究開発計画の一部を中断していただく場合があります。 

 
（６）「知」の集積と活用の場からの提案への優遇 

｢知｣の集積と活用の場によるオープンイノベーションを推進する観点から、｢知｣

の集積と活用の場からの提案については、（３）に記載するとおり、研究委託費上

限額を拡大するとともに、採択審査時にポイント加算を行うこととします（審査上

の扱いであり、採択を約するものではありません）。 

ポイント加算の方法については、「３ 研究課題の選定」を参照してください。た

だし、研究開発プラットフォームからの提案と研究ネットワークからの提案を重複

した加点はいたしません。 

 

（７）「行政施策推進上、解決を早急に図る必要性の高い重点課題」に係る提案の 

優遇（後日掲載）  

農林水産省では、農業競争力強化プログラムに基づき、農林漁業者等のニーズを

踏まえた明確な研究目標に基づく技術開発やイノベーションの創出につながる研

究開発を推進することとしています。 

   このため、農林漁業者、食品事業者等の意見等を踏まえ、現場ニーズの高い「行 

政施策推進上、解決を早急に図る必要性の高い重点課題（重点課題）（別紙６）（後

日掲載）」を設定し、開発研究ステージにおいて、これに該当する研究課題を採択

審査時にポイント加算を行うこととします（審査上の扱いであり、採択を約するも

のではありません）。 

   重点課題に対応した研究を提案しようとする申請者は、重点課題に該当すること 

がわかるように、数値目標を設定する等具体的な研究目標を記載することが必要で 

す。 
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（８）「研究ネットワーク」からの提案への優遇 

情報や研究に係る資源を集積することで、相乗的かつ迅速な技術開発とその成果

の社会実装を促進する戦略的な技術開発体制の構築を図るため、農林水産技術会議

事務局では、「研究ネットワーク形成事業」等により、拠点となる機関を中心に、

ある共通の研究テーマについて、恒常的に情報共有、人材交流、共同研究等を行う、

企業、大学、研究機関、農林漁業経営体等から成る研究ネットワークの形成を推進

しています。 

平成２８年度補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」のうち「研究ネットワ

ーク形成事業」で採択された研究ネットワークから立ち上げられた研究グループが

応募する場合は、当該研究ネットワークについて、様式に必要事項を記入してくだ

さい。 

なお、研究ネットワークから立ち上げられた研究グループが、研究ネットワーク

の中核となる拠点機関の了解を得て応募した提案については、採択審査時にポイン

ト加算をします（ただし、研究グループの参画機関（協力機関は含まない）は全て

研究ネットワークに参画している必要があります。なお、審査上の扱いであり、採

択を約するものではありません）。 

ポイント加算の方法については、「３ 研究課題の選定」を参照してください。 

ただし、研究ネットワークからの提案と研究開発プラットフォームからの提案を

重複したポイント加算はいたしません。 

 
（９）民間企業等が参画している研究提案のポイント加算 
   民間企業等による事業化を促進し、投資を誘発するため、民間企業等が参画して

製品化・事業化を行う研究提案（マッチングファンド方式の適用）へのポイント加

算をすることとします（審査上の扱いであり、採択を約するものではありません）。 
ポイント加算の方法については、「３ 研究課題の選定」を参照してください。 

 
（10）研究成果の社会実装に向けた要件（開発研究ステージ） 

① 研究成果である開発技術の評価と改善の必須化 
  研究成果である開発技術について、農業者等の研究成果のユーザーによる、開 

発技術の評価と改善を必ず実施する必要があります。 
 実施方法の例は以下のとおりです。 
・農業者等がコンソーシアムに参画し、栽培技術等の実証試験を実施 
・農業者、消費者、実需者等が研究推進会議に出席し、開発技術について意見や

評価を述べ、その内容を次年度以降の研究計画に反映 
   ・マーケティングのための消費者及び実需者へのモニター調査を実施し、調査結

果に基づき改善 
② 研究成果の出口戦略の作成 
  研究成果の確実かつ迅速な社会実装につなげるため、研究コンソーシアムにお 

ける事業化・実用化の役割分担を明確にした、研究成果の出口戦略を申請時に作 
成する必要があります。出口戦略は応募様式に記載しますが、採択時の審査に反 
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映します。 
 
 
（11）各種施策を促進するための措置 

  審査に当たって、以下の施策、計画等に沿って提案された研究課題については、

書面審査の評価点にポイント加算することとします（審査上の扱いであり、採択を 

約するものではありません。）。 

   ポイント加算の方法については、「３ 研究課題の選定」を参照してください。 

（ⅰ）地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物

の利用促進に関する法律（平成 22 年法律第 67 号。六次産業化・地産地消法。）

における認定を受けた又は認定を受けることを前提とした「研究開発・成果利用

事業計画」に基づき策定された研究課題 

（ⅱ）中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成 20
年法律第 38 号。農商工等連携促進法。）において認定を受けた又は認定を受ける

ことを前提とした「農商工連携等事業計画」に基づき策定された研究課題 

（ⅲ）地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）において認定を受けた又は認定を受ける

ことを前提とした「地域再生計画」において本事業に対する支援措置要望の記載

がある研究課題 

（ⅳ）「グローバル・フードバリューチェーン戦略」（平成 26 年６月６日策定）への

貢献を目的として、多国間や他国の研究機関との間で、締結又は締結見込みであ

る研究開発に係る MOC（Memorandum of Cooperation：協力覚書）や Workplan（研

究計画）に基づく研究課題 
（ⅴ）総合特別区域計画法（平成 23 年法律第 81 号）に基づき、先駆的取組を行う実

現可能性の高い地域に国と地域の政策資源を集中し、オーダーメイドで総合的に

支援する地域として認定を受けた「総合特別区域計画」に基づく研究課題  
（ⅵ）文部科学省、経済産業省、農林水産省及び総務省が、地域イノベーションの創

出に向けた主体的かつ優れた構想を持つ地域を共同で選定した地域イノベーショ

ン戦略推進地域から提案された研究課題  
（ⅶ）「地域活性化の推進に関する関係閣僚等会合に基づき、地域が直面している「超 

高齢化・人口減少社会における持続可能の都市・地域の形成」及び「地域産業の 
成長・雇用の維持創出」の施策テーマの成功事例（モデルケース）として選定さ 
れた地域活性化プラットフォームのモデルケースから提案された研究課題 

 
なお、「認定を受けることを前提とした」とは、当該計画を担当府省に提出して

おり、認定待ちであることをいいます。 
上記（ⅰ）～（ⅶ）のいずれかに該当する研究課題は、必ず応募書類（研究課題

提案書）の様式３に、該当する計画書等の該当箇所を抜粋して記載又は添付してく

ださい。 
また、（ⅳ）に該当する場合は、「グローバル・フードバリューチェーン戦略」

のどの項目に貢献するのかも併せて記載してください。 
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２ 応募書類（研究課題提案書）等 

  応募書類（研究課題提案書）は生研支援センターのウェブサイトよりダウンロード

してください。 

 （ウェブサイト：http://www.naro.affrc.go.jp/brain/shien/index.html） 

 
応募書類は以下から構成されております。 

様式１ 研究計画調書 【必須】 

様式２－１ 研究課題概要図 【必須】 

様式２－２ 研究課題のポイント 【必須】 

様式２－３ 共同研究グループの構成 【必須】 

様式２－４ 

 

「知」の集積と活用の場 研究開発プラットフ

ォームの概要 

【該当研究課題のみ】 

 

様式３ 研究課題内容 【必須】 

様式４－１ 経理事務体制について 【必須】 

様式４－２ 参画機関の知的財産への取組状況等 【必須】 

様式５－１ 研究管理運営機関を活用する理由書 【該当研究課題のみ】 

様式５－２ 研究支援者の情報等 【該当研究課題のみ】 

様式５－３ 

 

研究ネットワークから立ち上げられた研究コ

ンソーシアムによる応募 

【該当研究課題のみ】 

 

 
応募書類の作成に当たっては、応募書類に青文字で記載している「記載事例及び留 

意事項」を必ず御一読ください。 
３ 研究課題の選定 
（１）審査基準 
  課題の選定に関する審査基準は別紙５のとおりです。 
 

（２）審査の方法及び手順  

  １次（書面）審査及び２次（面接）審査を経て採択研究課題を決定します。 
なお、国から生研支援センターへの業務の移管に伴い、今年度の新規採択に限り１

次審査の事務は農林水産省が、２次審査以降の事務は生研支援センターが行います。 
 

 ① １次（書面）審査  

   １次（書面）審査においては、「科学的ポイント」として外部専門家による審査

を、「行政的ポイント」として農林水産省の行政官による審査を実施します。 

   ※行政官が評価委員として審査に参画します。研究計画作成の御参考に、「行政

政策推進上課題解決を早急に図る必要性の高い課題（重点課題）」を別紙６に
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記載しております（後日掲載）。 

 

［１次（書面）審査の手順］ 

○「科学的ポイント」は、応募研究課題の研究分野の専門家が審査を行うピアレビュー

方式で、外部専門家による審査を、審査基準に基づき実施します。書面審査を行う外

部専門家は、あらかじめ登録されたデータベースの中から、研究課題の専門分野、利

害関係者等を考慮して割り振ります。 

○「行政的ポイント」は、政策的視点から行政官による審査を、審査基準に基づき実施

します。 

○「科学的ポイント」の平均点と「行政的ポイント」の平均点を合計した評価点を当該

研究課題の「１次評価ポイント」とします。 

    科学的ポイント＋ 行政的ポイント＝ １次評価ポイント 

 
［審査における優先的な取扱いの方法（加算ポイント）］ 

○ １－（６）に記載している事項に該当する研究課題については、「１次評価ポイント」

に１０ポイントを加算します。 

○ １－（７）に記載している事項に該当する研究課題については、「１次評価ポイント」

に５ポイントを加算します。ただし、「知」の集積と活用の場（１－（６））との重

複加算はしません。 
○ １－（８）に記載している事項に該当する研究課題については、「１次評価ポイント」

に５ポイントを加算します。 

○民間企業等が参画して製品化・事業化を行う研究提案（マッチングファンド方式の適

用）には、５ポイント加算します。 
○「行政政策推進上課題解決を早急に図る必要性の高い課題（重点課題）」に対応した

課題には、５ポイント加算します。 

○ 参画機関における知的財産の管理体制の整備について、審査基準に基づき評価を行

い、審査基準に基づき「１次評価ポイント」に加算します。 
 

［２次（面接）審査対象課題の選定］ 

○ １次評価ポイントに加算ポイントを加えた点数の上位の研究課題から、２次（面接）

審査の対象研究課題を選考します。 

○ ２次（面接）審査の対象となった研究課題及び審査日程については、当該研究課題の

研究代表者に直接連絡するとともに、農林水産省等のホームページにも掲載します。 

 

② ２次（面接）審査 

 ２次（面接）審査においては、「科学的ポイント」、「行政的ポイント」として外

部専門家及び行政官を構成員とする評議委員会を開催し、２次（面接）審査の対象研

究課題について研究代表者等に対するヒアリング審査を実施します。 

  なお、評議委員会は非公開で行います。 
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［２次（面接）審査の手順］ 

○ 「科学的ポイント」は、農林水産・食品分野や医療分野や工学分野などの幅広い分野

の外部専門家を評議委員として、審査基準に基づき審査を実施します。 

○ 「行政的ポイント」は、政策的視点から行政官を評議委員として、審査基準に基づき

審査を実施します。 
○「国民的・社会的ポイント」は、ジャーナリスト、消費者代表等農林水産業以外の視

点から外部有識者を評議委員として、審査基準に基づき審査を実施します。 

○ 「科学的ポイント」、「行政的ポイント」及び「国民的・社会的ポイント」の平均点

を合計した評価点を当該研究課題の「２次評価ポイント」とします。 

 
［「知」の集積と活用の場ポイント］ 
○ 「「知」の集積と活用の場ポイント」は、「知」の集積と活用の場の趣旨との整合

性について、審査基準に基づき評議委員が採点します。 
［審査における優先的な取扱いの方法（加算ポイント）］ 
○ 「研究ネットワーク」からの提案は３ポイント加算します。ただし、「知」の集積

と活用の場ポイントとの重複加算はしません。 
 

③ 採択候補研究課題の選定  

 ２次ヒアリング審査の「評価ポイント」に、「「知」の集積と活用の場ポイント」

と加算ポイントを加えた合計点を、その研究課題の「最終評価ポイント」とし、「最

終評価ポイント」の上位から順に採択候補研究課題を選定します。 

 ２次ヒアリング審査評価ポイント＋「知」の集積と活用の場ポイント＋加算ポ

イント＝ 最終評価ポイント  

 

④ 採択研究課題の決定  

 農林水産省において運営管理委員会による各研究ステージの採択候補研究課題を決

定し、生研支援センターに通知します。 

 なお、採択に当たっては、研究機関の財務状況を勘案する場合があります。また、

審査結果を踏まえ、研究計画の見直し、研究費の減額、研究実施期間の短縮等の条件

が付される場合があります。 

 

（３）選定結果等の公表・通知 
１次審査及び２次審査における選定結果については、e-Rad による提案時に付与

される応募番号を生研支援センターのウェブサイトに掲載することで速やかに公

表する予定です。不採択となった提案については、不採択理由等を後日お知らせし

ます。 
なお、応募者の企業秘密、知的財産等に係る情報等を保護する観点から、審査内

容等に関する照会には応じません。 
また、委託予定先に採択された場合、速やかに研究開発計画書とコンソーシアム

設立規約等、必要な書類を作成し、提出していただきます。提出していただいた資
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料を基に、契約締結の可否を決定します。 
この他、委託予定先に対し、必要に応じて、採択に当たっての条件、研究実施に

当たっての留意事項を付す場合があります。条件、留意事項については、研究開発

計画書に反映して提出していただきます。条件が満たされない場合、留意事項の全

部又は一部が実行できないと判断したときは、委託先としません。 
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別紙１ 
 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）による応募手続について 
 

１ 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 
   府省共通研究開発管理システムとは、各府省が所管する競争的研究資金制度を中心 
 として、研究開発管理に係る一連のプロセス（応募受付→審査→採択→採択課題管理 
 →成果報告等）をオンライン化する府省横断的なシステムです。 
 

 

（１）ポータルサイトへのアクセス方法 
  府省共通研究開発管理システム(e-Rad)のポータルサイトへアクセスするには、 

 Web ブラウザで「http://www.e-rad.go.jp/」にアクセスします。ポータルサイトでは、 

 本システムに関する最新の情報を掲載しています。また、本システムへは、ポータ 

 ルサイトからログインします。 
 
（２）システムの利用時間及び操作方法等に関するお問い合わせ先 

システムの利用時間：平日、休日ともに 00:00 ～ 24:00 
ヘルプデスク電話番号：0570-066-877(フリーダイヤル)  
           03-6631-0622（直通） 
ヘルプデスク受付時間：平日 9：00 ～ 18：00 
（時間については、今後、変更する可能性がありますので、e-Rad のポータル

サイト「システムのサービス時間」       

http://61.209.237.101/terms/support/index.html にて御確認ください。） 
 
２  応募受付期間について 

平成３０年１月１６日（火）～２月１６日（金）１２：００ 
 

３  システム利用に当たっての事前準備について 
    代表機関及び共同研究機関の事務担当者は、ポータルサイトの「システム利用に 
  当たっての事前準備」に従って、研究機関の登録申請及び所属研究者の登録を行い 
  ます（既に登録済みの場合には、申請及び登録を行う必要はありません。）。 
  ※ 所属研究者の登録は、本研究を実施する全ての研究者について行います。 
  ※ 研究機関の登録は、通常でも１～２週間程度、混雑具合によってはそれ以上の時 
    間を要する場合もありますので、余裕をもって申請を行ってください。 
 
４ 提案書の作成について 
（１）応募要領及び申請様式（応募情報ファイル）のダウンロード 
    提案者は、生研支援センターのホームページ又はポータルサイトの「現在募集中 
  の公募一覧」から応募要領及び申請様式（提案書（様式））をダウンロードし、応 

46



  募要領に従って提案書を作成します。 
 
（２）提案書のＰＤＦファイルの作成 
    e-Rad 若しくはスキャナー等でＰＤＦ形式のファイルに変換してください（１０ 
  ＭＢ以内。白黒でも可。）。 
 
５ 応募情報の登録について 
（１）応募情報の登録の事前準備 
      システムへの応募情報の入力の際には、次のものを用意します。 
    ① システムの「研究者向けマニュアル 
    「（http://www.e-rad.go.jp/kenkyu/manual/index.html) 」及び本資料 
    ② 提案書と提案書のＰＤＦファイル 
    ③ システムに登録済みの各研究者の研究者番号 
    ④ 提案する研究開発計画に基づき、実施期間中各年度において、各研究者が要望 
     する予算額（直接経費（総額）及び間接経費（総額）） 
 
（２）応募情報の入力手順 

  応募情報の入力は、代表機関の研究代表者がポータルサイトへログインし、応

募課題を検索して応募情報を入力します（共同研究機関の研究実施責任者等に入

力をさせることもできます。）。システムでの公募名は、「イノベーション創出

強化研究推進事業」です。なお、システムの操作手順の詳細は、「研究者向けマ

ニュアル」を御覧ください。 
 
（３）応募情報の提出及び承認について 
   応募情報を入力した提案者は、内容に誤りがないことを確認し、応募情報を提 

  出します。正しく提出が行われると、「応募情報を確定しました」というメッセ 

  ージが表示され、応募課題の情報が研究機関の事務担当者に対して提出されま 

  す。 
   生研支援センターへ応募情報を提出するには、代表機関の事務代表者の「承認」 

  が必要です。代表機関の事務代表者による「承認」を応募受付期間中に終わらせ 

  ないと、生研支援センターへ応募情報を提出したことにはなりませんので、十分 

  に御注意ください。承認については、「研究機関事務代表者向けマニュアル」 

  （http://www.e-rad.go.jp/shozoku/manual/index.html）を御覧ください。 
 
６ その他 
（１）提出した応募情報の修正等 
   応募受付期間中であれば、生研支援センターへ提出した応募情報を引戻し、修正 

  することができます。この場合、応募受付期間中に修正を終了し、再度応募情報の 

  提出及び代表機関の事務代表者による承認をする必要があります。 
   応募受付期間終了間際には、ヘルプデスクにつながりにくくなることが予想され 
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  ます。また、システムは、緊急のメンテナンス等により、サービスを停止する場合 

  があります。 
ポータルサイトの「最新のお知らせ」を御確認のうえ、余裕を持って応募情報の

入力等を行ってください。 

 

（２）応募受付期間終了後の連絡体制 

代表機関の研究代表者は、応募の内容について生研支援センター等の担当者から

問合せを行う場合がありますので、応募受付期間終了後、１週間程度は確実に連絡

が取れるようにしてください。 
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別紙２ 
農林水産技術会議事務局研究資金 

（平成 30 年度予算及び平成 29 年度補正予算）に係る事業・公募説明会 

 

ブロック名 日時・場所 

北海道 
平成 30 年 1 月 18 日（木） 13:30～16:50 
北農ビル 19 階 3 号、4 号会議室 

東北 
平成 30 年 1 月 25 日（木） 13:00～18:00 
TKP ガーデンシティ仙台勾当台 3 階 ホール 3 

関東 
平成 30 年 1 月 16 日（火） 13:00～16:00 
さいたま新都心合同庁舎 2 号館 5 階 共用中研修室 5B 

北陸 
平成 30 年 1 月 26 日（金） 13:30～15:30 
北陸農政局 1 階 共用大会議室 

東海 
平成 30 年 1 月 19 日（金） 13:30～16:30 
AP 名古屋.名駅 7 階 会議室Ｋ 

近畿 
平成 30 年 1 月 18 日（木） 13:00～17:00 
キャンパスプラザ京都 5 階 第 1 講義室 

中国四国 
平成 30 年 1 月 16 日（火） 13:30～16:00 
岡山第 2 合同庁舎 10 階会議室 AB 

九州 
平成 30 年 1 月 22 日（月） 13:00～16:00 
熊本地方合同庁舎 A 棟１階共用会議室 
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■北海道ブロック（札幌会場） 

 

日時：平成 30 年 1 月 18 日（木） 13:30～16:50 
場所：北農ビル 19 階 3 号、4 号会議室 
住所：北海道札幌市中央区北 4 条西 1 丁目 

（アクセス：ＪＲ札幌駅から徒歩 3 分） 
（御案内図：http://www.dou-kouseiren.com/outline/map.html） 

※駐車については、スペースが少ないため事前に 011-232-6637 にご確認下さい。 
主 催：ＮＰＯ法人グリーンテクノバンク（担当：折登） 

（電話：011-210-4477） 
農林水産省農林水産技術会議事務局（担当：小林、新地、佐野） 
（電話：03-6744-7044） 

定員数；70 名を予定しております。 
申込方法：参加を御希望の方は、1 月 13 日（金）までに申込みが必要です。 

ＮＰＯ法人グリーンテクノバンクのウェブサイト（http://www.gtbh.jp/）から様式

を入手して申込先（gtbh@almond.ocn.ne.jp）へメールでお申込みください。個別相談

の希望の有（概要）あるいは、無を忘れずに記載してください。 
 
※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにも

できる限り事前登録をお願いします。 
※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく

第三者に提供しません。 
※公募内容説明終了後、事前申し込み者を対象に講師と農林水産省産官学連携事業コ

ーディネーターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施しま

す。 
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■東北ブロック（仙台会場） 

 

 

日時：平成 30 年 1 月 25 日（木） 13:00～18:00 
場所：TKP ガーデンシティ仙台勾当台 3 階 ホール 3 
住所：宮城県仙台市青葉区国分町 3 丁目 6 番 1 号 仙台パークビル 

アクセス：仙台市営南北線 勾当台公園駅 北 1 番出口 徒歩 1 分 
御案内図： https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-sendai-koutoudai/access/ 

※会場には駐車スペースがありませんので、公共交通機関を利用してください。 

主 催：東北地域農林水産・食品ハイテク研究会 
（電話：080-2806-9926） 

共 催：東北農政局生産部生産技術環境課（担当：鈴木、佐藤） 
（電話：022-263-1111（内線 4395）） 

※平成 29 年度産学官連携セミナーの一環として、農林水産省の担当者が「農林水産技術会議事務局研究

資金（平成 30 年度・平成 29 年度補正予算）」に係る事業・公募について説明します。 

定員は、80 名を予定しております。 
参加を御希望の方は、1 月 19 日（金）までに申込みが必要です。 
氏名、連絡先（電話&FAX、メールアドレス等）・所属（団体名)又は住所（市町

村名までで構いません)、個別相談の希望の有無を、下記の申込先へ FAX 又はメー

ルで事前にお申込みください。 
参加申込書及び個別相談会申込書は、東北地域農林水産・食品ハイテク研究会の

ホームページから入手できます。（HP：http://tohoku-hightech.jp/） 
 

※定員を超えた場合等に御連絡することがございますので、連絡先をお知らせください。 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにもできる限り事前登録をお願

いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく第三者に提供しません。 

※事業・公募の説明終了後、農林水産省産学官連携支援コーディネーター等による個別相談（研究内容や研究機

関のマッチング等）を実施しますので、個別相談を希望される場合は、個別相談会申込書にて事前にお申込み

ください。 
 
申込先：東北地域農林水産・食品ハイテク研究会（担当：門間、藤井） 

FAX：019-643-3460 
E-mail：tohoku-hightech@kej.biglobe.ne.jp 
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■関東ブロック（さいたま会場） 

 

日時：平成 30 年 1 月 16 日（火） 13:00～16:00（受付開始 12:30 から） 
場所：さいたま新都心合同庁舎 2 号館 5 階 共用中研修室 5B 
住所：埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1 

アクセス：JR さいたま新都心駅から徒歩 7 分 
御案内図：http://www.maff.go.jp/kanto/annai/address/honkyoku/kyoku.html 

※会場には駐車スペースがありませんので、公共交通機関を利用してください。 
 
主 催：農林水産省農林水産技術会議事務局（担当：小林、新地、佐野） 

（電話：03-6744-7044） 
定員数：定員は、80 名を予定しています。 
申込方法：参加を御希望の方は、1 月 10 日（水)までに申込みが必要です。 

氏名、連絡先（電話&FAX、メールアドレス等）・所属（団体名)又は住所（市町

村名までで構いません)、個別相談の希望の有無を、下記の申込先へ FAX にて事前

にお申込みください。 
 参加申込書は、関東農政局のホームページから入手できます。 
   （HP：http://www.maff.go.jp/kanto/seisan/nousan/kys_shikin/index.html） 
 
※定員を超えた場合等に御連絡することがございますので、連絡先をお知らせくださ

い。 
※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにも

できる限り事前登録をお願いします。 
※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく

第三者に提供しません。 
※当日説明終了後に、公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会による個別相談

（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施しますので、個別相談を希望される

場合は、その旨を参加申込書に記載してください。 
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■北陸ブロック（金沢会場） 

 

日 時：平成 30 年 1 月 26 日（金）13:30～15:30（受付開始 13:00 から） 
場 所：北陸農政局 共用大会議室（1 階） 
住 所：石川県金沢市広坂 2 丁目 2 番 60 号  金沢広坂合同庁舎 
   （アクセス：ＪＲ「金沢駅」兼六園口（東口）から北鉄バス停留所「金沢駅」

（乗り場番号 3、6、8～10）乗車、「香林坊」下車徒歩 5 分） 
（御案内図： 

http://www.maff.go.jp/hokuriku/guide/about/img/hirosaka_kourinbou_map.jpg） 
    ※ 駐車場が狭いため、公共交通機関をご利用下さい。 
主 催：北陸農政局生産部生産技術環境課（担当：白鳥、梶） 
     （電話：076-232-4893） 

※農林水産省の担当者が「農林水産技術会議事務局研究資金（平成 30 年度・平成 29 年度補正予算）」

に係る事業・公募について説明します。 
定 員 数；60 名を予定しています。 
申込方法；参加希望の方は、平成 30 年 1 月 19 日（金）までに申込が必要です。 
     北陸農政局 Web サイトに掲載の「農林水産技術会議事務局研究資金（平

成 30 年度・平成 29 年度補正予算）に係る事業･公募説明会の開催及び参加

者の募集について」の「５．参加申込要領」に沿って、インターネット又は

FAX にてお申込みください。 
 

【北陸農政局 Web サイト】 
http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/171226.html 

※ 申込締切日以前であっても、定員（60 名）に達した時点をもって受付を終了いたします。 
※ 電話での申込みは御遠慮願います。 
※ 申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、本説明会の運営に限り利用させていただきます。 
※ 事業・公募説明会終了後、希望者を対象とした、農林水産省産学連携支援コーディネーターによる共同

研究推進等に関する個別相談（15:30～17:00）も開催いたします。個別相談を希望される方は、別途お申込

みが必要ですので、上記サイトの「５．参加申込要領」に沿って、インターネット又は FAX にてお申込み

ください。 
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■東海ブロック（名古屋会場） 

日時：平成 30 年 1 月 19 日（金） 13:30～16:30（受付開始 13:00 から） 
場所：AP 名古屋.名駅 7 階 会議室Ｋ 
住所：愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 10-25 名駅 IMAI ビル 

アクセス：JR 名古屋駅から徒歩 5 分、名鉄・近鉄名古屋駅から徒歩 2 分 
御案内図：https://www.tc-forum.co.jp/kansai-area/ap-nagoya/na-base/ 

※駐車場（有料）が狭いため、公共交通機関を御利用ください。 
主 催：東海農政局生産部生産技術環境課（担当：長谷、畔柳） 

（電話：052-746-1313） 
特定非営利活動法人東海地域生物系先端技術研究会（担当：大石） 

（電話：052-789-4586） 
※農林水産省の担当者が「農林水産技術会議事務局研究資金（平成 30 年度・平成 29 年度補正予算）」に係

る事業・公募について説明します。 
定員数：60 名 
申込方法：参加を御希望の方は、1 月 16 日（火）12 時までに、申込みが必要です。 

氏名、連絡先（電話番号及びメールアドレス）、所属（団体名）又は住所、個別

相談の希望の有無を、下記の申込先へ FAX 又は e-mail でお申込みください。 
参 加 申 込 書 は 、 東 海 地 域 生 物 系 先 端 技 術 研 究 会 の ホ ー ム ペ ー ジ

（ http://www.biotech-tokai.jp/）から入手できます。 

 
申込先：特定非営利活動法人東海地域生物系先端技術研究会（NPO 東海生研） 

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 
名古屋大学農学国際教育協力研究センター気付 

電話・FAX：052-789-4586 
e-mail：bio-npo2@y4.dion.ne.jp 

 
※ 定員を超えた場合等に御連絡することがございます。 
※ 参加申込書に御記入いただく個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用

し、承諾なく第三者に提供しません。 
※ 説明会終了後、NPO 東海生研による個別相談（研究内容や研究機関のマッチング

等）を実施しますので、個別相談を希望される場合は、その旨を参加申込書に記

載してください。 
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■近畿ブロック（京都会場） 

 

 
 
 

日時：平成 30 年 1 月 18 日（木） 13:00～17:00（受付開始 12:40 から） 
場所：キャンパスプラザ京都 ５階 第１講義室 
住所：京都府京都市下京区西洞院通塩小路下ル 
    （電話：075-353-9111） 
アクセス：ＪＲ京都駅北側（中央口）から京都中央郵便局の西側へ 
     京都市営地下鉄烏丸線「京都駅」､ＪＲ｢京都駅｣､近鉄「京都駅」下車｡徒歩 5 分｡ 
御案内図：http://www.consortium.or.jp/about-cp-kyoto/access 

※会場には駐車スペース（有料）に限りがありますので、公共交通機関を利用してください。 
主 催：近畿農政局生産部生産技術環境課（担当：服部、金井） 
        （電話：075-414-9722） 
    特定非営利活動法人近畿アグリハイテク（担当：岡井） 
    （電話：075-711-1248） 

※農林水産省の担当者が「農林水産技術会議事務局研究資金（平成 30 年度・平成 29 年度補正予算）」

に係る事業・公募について説明します。 
定員数：250 名程度を予定しております。 
申込方法：参加を御希望の方は、１月 16 日（火）までに申込みが必要です。 
氏名、連絡先（電話&FAX、メールアドレス等）・所属（団体名)又は住所（市町村名

までで構いません)、個別相談の希望の有無を、下記の申込先へ FAX 又はメールに

て事前にお申込みください。 
※定員を超えた場合等に御連絡することがございますので、連絡先をお知らせください。 
※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにもできる限り 事前登録

をお願いします。 
※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく第三者に提供しません。 
※公募内容説明終了後、NPO 法人近畿アグリハイテク等による個別相談（研究内容や研究機関のマッチング

等）を実施しますので、個別相談を希望される場合は、その旨を参加申込書に記載してください。 
 

申込先 
NPO 法人近畿アグリハイテク 
 〒606-0805 京都市左京区下鴨森本町 15（財）生産開発科学研究所内 

電話&FAX：075-711-1248 

E-mail : office@kinkiagri.or.jp 
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■中国四国ブロック（岡山会場） 

 

日時：平成 30 年 1 月 16 日（火） 13:30～16:00（受付開始 13:00 から） 
場所：岡山第 2 合同庁舎 10 階会議室 AB 
住所：岡山県岡山市北区下石井 1-4-1 岡山第 2 合同庁舎 

アクセス：JR 岡山駅より南へ徒歩 7 分 

御案内図： http://www.maff.go.jp/chushi/annai/index.html 

※会場の岡山第２合同庁舎には駐車スペースがありませんので、公共交通機関等のご利用をお願いします。 
主 催：中国四国農政局生産部生産技術環境課（担当：曽田、名原） 

（電話：086-224-4511（代表） 内線 2771、2426） 
    特定非営利活動法人 中国四国農林水産・食品先進技術研究会（担当：岡） 
    （電話：086-237-3340） 

※農林水産省の担当者が「農林水産技術会議事務局研究資金（平成 30 年度・平成 29 年度補正予算）」

に係る事業・公募について説明します。 
定員数；定員は、60 名程度を予定しております。 
申込方法：参加を御希望の方は、1 月 10 日（水)17 時までに申込みが必要です。氏名、

連絡先（電話又はメールアドレス）・所属（団体名）又は住所（市町村名まで）

を下記の申込先へ FAX 又は郵送にて事前にお申し込みください。 
参加申込書は、中国四国農政局のホームページ（報道発表）から入手できます。 

中国四国農政局ＨＰ：http://www.maff.go.jp/chushi/ 

※定員を超えた場合等に御連絡をすることがございますので、連絡先をお知らせくだ

さい。 
※定員に満たない場合は、当日の参加申込も可能ですが、混雑等を避けるためにもで

きる限り事前登録をお願いします。 
※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく

第三者に提供しません。 
 
申込先 

中国四国農政局生産部生産技術環境課（名原宛） 
〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井 1-4-1 岡山第 2 合同庁舎 

FAX 086-232-7225 
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■九州ブロック（熊本会場） 

 

 

 
日時：平成 30 年 1 月 22 日（月） 13:00～16:00（受付開始 12:30 から） 
   ※公募説明会終了後、九州バイオリサーチネットによる個別相談を実施 
   ●相談時間 16:00～18:00（公募説明会が終了次第開始します） 
場所：熊本地方合同庁舎 A 棟１階共用会議室 
住所：熊本市西区春日 2-10-1 
アクセス：ＪＲ：熊本駅から徒歩 5 分 
     市電：電停二本木口から徒歩 2 分 
     バス：二本木口から徒歩 2 分 

御案内図： 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/guide/kikan/kikanichiran.html 

※会場には駐車スペースはありませんので、公共交通機関をご利用下さい。 
 
主 催：九州農政局生産部生産技術環境課（担当：生産部生産技術環境課 御家、木

村） 
（電話：096-211-9111 内線 4531、4477） 

     九州バイオリサーチネット（担当：宮本） 
    （電話：096-346-2040） 

※農林水産省の担当者が「農林水産技術会議事務局研究資金（平成 30 年度・平成 29 年度補正予算）」

に係る事業・公募について説明します。 
 
定員数：100 名程度 
申込方法：参加をご希望の方は、1 月 18 日（木）までに以下の申込フォーム 

（https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/171225.html）に必要事項を入力 

の上、お申し込み下さい。 
 
   ※定員を超えた場合等にご連絡することがございます。 
   ※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるた

めにもできる限り事前登録をお願いします。 
   ※いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく

第三者に提供しません。 
   ※九州バイオリサーチネットによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチン

グ等）を希望される場合は、個別相談の有無等について申込フォームに入力

して下さい。 
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別紙３  
 

「イノベーション創出強化研究推進事業」に係る契約等の手続きについて 
 
 「イノベーション創出強化研究推進事業」については、複数機関で構成する研究グループ

によって共同で設立したコンソーシアムを委託先として、委託契約を締結します。 
 

（図は、別添１） 
 
（１）コンソーシアム方式の契約に当たっては、コンソーシアムの代表機関が生研支援セン

ターと契約していただきます（生研支援センターと個々の機関が契約する方式ではあり

ません。）。代表機関は、公募要領３（２）の「応募者の資格要件」を満たすとともに、

参画する研究機関等それぞれの分担関係を明確にした上で、代表機関が中心となって、

契約単位としてのコンソーシアムを設立していただきます。研究費は、各研究機関等が

責任を持って執行していただきます。 
 
 【コンソーシアムの設立方式】 

① 委託事業を実施すること等について規約を策定し、コンソーシアムを構成する研究

機関の同意を得る方法（規約方式） 
② 委託事業を実施すること等についてコンソーシアムを構成する各研究機関が協定

書を交わす方法（協定書方式） 
③  委託事業を実施すること等についてコンソーシアムを構成する各研究機関の間で

共同研究契約を締結する方法（共同研究方式） 
※規約等のひな形は別添のとおりです。 

 
（２）代表機関の主な業務は次のとおりです。 

① 生研支援センターとの委託契約の締結 
② 生研支援センターへ委託事業に係る資金の請求及びその受領 
③ コンソーシアムの構成員（共同研究機関）への資金交付 
④ 生研支援センターへの委託契約の変更・中止申請 
⑤ 委託研究課題に係る研究の企画立案及び進行管理、成果の取りまとめ 
⑥ コンソーシアムにおける委託事業に係る研究費使用についてのコンプライアンス

の確保、研究費の適正な執行管理 
⑦ 知的財産権の研究成果に関し、構成員に特許権等の取得を促すこと 
⑧ 生研支援センターへの研究成果報告書、特許権等出願（ただし、コンソーシアム解

散後は各権利者が直接実施）及び許諾に係る事前申請書等委託契約書に基づく各種報

告書及び事前申請書の提出 
⑨ 構成員から提出された実績報告書（収支決算等）の内容確認、取りまとめ 
⑩ 生研支援センターへの実績報告書（収支決算等）の提出 
⑪ 委託事業の成果の普及・活用状況についての追跡調査に係る報告 
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（３）本事業では、生研支援センターが必要と認めた場合に限り、代表機関とは別に、生研

支援センターとの委託契約業務や経理執行業務を担う機関（以下「研究管理運営機関」

という。）を設置できます。 
   なお、コンソーシアムの構成員が多数の場合は、研究運営機関を分割して設置するこ

とも可能です。 
 
  ［研究管理運営機関を設置できる例］ 

・研究代表者が地方公共団体に所属し、研究の実施に当たって事前に予算措置を要す

る等の特殊性から契約等の手続きを行うことが困難と認められる場合 
・研究代表者が中小企業等に所属し、またはコンソーシアムに多数の中小企業等が参

画しており、委託契約の締結が著しく遅延するおそれがあると認められる場合 
 
［研究管理運営機関の要件］ 
研究管理運営機関は、以下の全ての要件を満たすことが必要です。 
① 国内に設置された機関であり、法人格を有すること（個人は代表機関となることはで

きません。）。 
② 事業を推進するに当たり、適切な管理運営を行う能力・体制を有していること。具体

的には、以下のアからエまでの全ての能力・体制を有していること。 
ア コンソーシアムを設立し、生研支援センターとの委託契約を締結できる能力・体制 
イ 知的財産に係る生研支援センターとの事務管理を行う能力・体制 
ウ 事業費の執行において、区分経理処理、経理責任者の設置、複数の者による経費執

行管理等、適正な経費執行を行う能力・管理体制（研究開始までに体制整備が確実で

ある場合を含む。） 
エ 研究成果の普及、構成員との連絡調整等、コーディネート業務を円滑に行う能力・

体制 
③ 研究代表者と一体となって研究を推進できる地域に所在すること。 
④ 公的機関との委託契約の実績を有するなど、委託契約手続をスムーズに行うことがで

きること。なお、研究グループの構成員が多数の場合には、経理処理が煩雑になり、支

払手続きが遅れる要因となりますので、簡単な研究グループの形成に努めてください。 
 
 なお、この措置は特例措置であることから、希望する場合は理由を応募書類（様式２－４）

に記載していただくとともに、代表機関の経理責任者の承認を必要とします。 
 
 
(別添２) １．公募から契約締結までの事務の流れ 
(別添３) ２．契約締結から額の確定までの事務の流れ（概算払の場合） 
(別添４) ○○コンソーシアム規約 
(別添５) ○○コンソーシアム事務処理規程 
(別添６) ○○コンソーシアム会計処理規程 
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(別添７) ○○コンソーシアム知的財産権取扱規程 
(別添８) 「○○コンソーシアム」参加契約書 
(別添９) 「○○コンソーシアム規約」同意書 
(別添１０) ○○共同研究機関協定書ひな形 
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別添１ 

 

 

 

研究代表者 経理統括責任者

代表機関（中核機関）

国立研究開発法人等 大学等 民間企業、 

農林漁業経営体等 農林漁業経営体等 

共同研究機関 

コンソーシアム 

 
生研支援センター 

委託契約 

コンソーシアムの規約等に
基づく資金請求・交付

【 コンソーシアム方式 】 

研究 管理 運営機関
（特例措置）

経理責任者 

 普及担当機関 

地方公共団体 

国立研究開発法人、大学、民間企業、地方公共団体、

農林漁業経営体等 
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別添２ 

 

１．公募から契約締結までの事務の流れ 

   【生研支援センター】               【コンソーシアム】 

①公募要領公表 

 

 

②公募開始・公募説明会 

 

 

 

 

 

⑤外部専門家等による評議委員によ

る審査 

 

 

⑥採択先（採択機関）・採択額の決

定 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧研究開発計画書及び資格要件の確

認 

 

 

 

 

⑨契約の審査（随意契約審査委員会

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩委託契約締結 

 

 

 

③研究グループを構成 

 

 

 

④研究グループﾟの代表機関が提案書

を提出（e-Rad） 

・代表機関の「競争参加資格」の申

請（地方公共団体は不要） 

 

 

⑦研究グループがコンソーシアムを

設立（規約に同意、協定書を締結又

は共同研究契約を締結。生研支援セ

ンターへ写しを提出。） 

・「研究開発計画書」作成・提出 

・代表機関の「競争参加資格」（写

）の提出（地方公共団体は不要） 

・研究管理運営機関を設置する場合

は研究管理運営機関を活用する理由

書を提出 

 

 

  ※1.契約に当たって、生研支援センターの「随意契約審査委員会」で審査を行います。採択の決定後であ

っても審査に必要な書類の提出を求める場合がありますので、生研支援センターから提出の指示があ

れば、速やかに提出して下さい。 

  ※2.委託経費の支出の対象となるのは、契約締結日以降に発生した当該研究開発等のための経費です。契

約締結日前に発生した経費は、対象となりませんので、ご注意下さい。 
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別添３ 

２．契約締結から額の確定までの事務の流れ（概算払の場合） 

 

      【生研支援センター】              【コンソーシアム】 

 

 

 

 

②概算払の可否の確認・概算払請求

書提出可の連絡＊ 

 

 

 

 

 

④代表機関へ支払＊ 

（委託費概算払） 

 

 

※⑥研究・経費執行の進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪額の確定・通知 

全額概算払い済みの場合は、代表機

関へ未執行額を請求します。 

精算払いの場合は、代表機関へ確定

額を支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①概算払請求の連絡＊ 

 

 

 

 

 

 

③委託費概算払請求書提出（代表

機関）＊ 

 

 

⑤構成員への支払＊ 

（代表機関） 

 

 

⑦研究・経費執行の進行管理 

（代表機関） 

 

 

⑧構成員から代表機関へ実績報告

書の提出 

 

 

⑨代表機関で内容を検査の上取り

まとめ（代表機関） 

 

 

⑩委託事業実績報告書提出 

（代表機関） 

 

⑫構成員の額の確定 

（代表機関） 

全額概算払い済みの場合は、構成

員に未執行額を請求し、生研支援

センターに未執行額を返還。 

精算払いの場合は、生研支援セン

ターから受領した委託費を、構成

員へ支払う。 

  ※１ 生研支援センターは、経費の執行管理を確認するため、研究実施期間中、現地に出向い 

て経理調査を行うことがあります。 

  ※２ ＊は概算払いの場合のみ行う事務手続きです。 
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別添４ 

○○コンソーシアム規約 

平成○年○月○日制定 

 

第１章 総則 

 

 （名称） 

第１条 この団体は、○○コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）という。 

 

 （事務所） 

第２条 コンソーシアムは、その主たる事務所を構成員である○○県○○市○○区○○所

在の△△研究所内に置く。 

 

 （目的） 

第３条 コンソーシアムは、××××の開発に向けた研究を行うことを目的とする。 

 

 （事業） 

第４条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、イノベーション創出強化研究推

進事業（以下「本研究事業」という。）に関する業務を行う。 

２ 各構成員による本研究事業の分担は、コンソーシアムが国立研究開発法人農業・食品

産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター所長（以下「生研支援セン

ター所長」という。）との間で締結した委託契約書別紙の委託研究開発実施計画書の定

めるところによる。 

 

 

第２章 構成員 

 

 （構成員） 

第５条 コンソーシアムは、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。 

 一 △△研究所 

 二 ○○大学大学院○○研究科 

 三 株式会社○○研究所 

四 ○○農業協同組合××部 

 

 （書類及び帳簿の備付け） 

第６条 コンソーシアムは、第２条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付

けておかなければならない。 

 一 本規約及び第 18 条各号に掲げる規程 

 二 構成員の氏名及び住所（構成員が団体の場合には、その名称、所在地及び代表者の

氏名）を記載した書面 

 三 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿 

 四 その他第 18 条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿 
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２ 構成員は、その氏名又は住所（構成員が団体の場合には、その名称、所在地又は代表

者の氏名）に変更があったときは、遅滞なく代表機関にその旨を届け出なければならな

い。 

 

 （地位の譲渡の制限） 

第７条 構成員は、全構成員の同意を得ないで、本研究事業に関して当該構成員の有する

権利又は地位の全部又は一部を第三者に譲渡することはできない。 

 

 （入会） 

第８条 コンソーシアムの構成員となろうとする者は、全構成員の同意を得なければな

らない。 

 

 （脱退） 

第９条 構成員は、本研究事業が終了するまでの間は脱退することができない。ただし、

次に掲げる場合には、この限りでない。 

 一 本研究事業のうち当該構成員自らが実施することとなっている部分の全部が中止

又は終了となった場合 

 二 破産手続開始の決定があった場合 

 三 死亡 

 四 前各号に掲げる場合のほか、脱退を要するやむを得ない事由があると代表機関が

認めた場合 

 

 （除名） 

第 10 条 コンソーシアムは、構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議

決を経て、当該構成員を除名することができる。この場合において、代表機関は、そ

の総会の開催の日の 30 日前までに、当該構成員に対し、その旨を書面をもって通知

し、かつ、代表機関に対して弁明する機会を与えるものとする。 

 一 コンソーシアムの事業を妨げ、又はコンソーシアムの名誉をき損する行為をした

とき。 

 二 本規約又は総会の決議を無視する行為をしたとき。 

２ 代表機関は、除名の決議があったときは、その旨を当該構成員に通知するものとす

る。 

 

第３章 総会 

 

 （総会の開催） 

第 11 条 コンソーシアムの総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

２ 総会の議長は、総会の出席構成員が互選する｡ 

３ 通常総会は、毎年度１回以上開催する｡ 

４ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する｡ 

 一 構成員現在数の２分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があ
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ったとき。 

 二 その他代表機関が必要と認めたとき｡ 

 

 （総会の招集） 

第 12 条 総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、目的及

び審議事項を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。 

２ 前条第４項第１号の規定により請求があったときは、代表機関は、その請求のあった

日から 30 日以内に総会を招集しなければならない｡ 

 

 （総会の議決方法等） 

第 13 条  総会は、全構成員の出席がなければ開くことができず、総会の議事は、全構成員  

の同意をもって決定する｡ 

２ 構成員（議長を含む。）は、総会において、各１個の議決権を有する｡ 

３ 総会においては、前条第１項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議

決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。 

 

 （総会の権能） 

第 14 条 総会は、本規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決す

る｡ 

一 年度事業実施計画及び収支予算の設定又は変更 

二 年度事業成果報告書及び年度事業実績報告書並びに収支決算 

三 この規約の変更 

四 諸規程の制定及び改廃 

五 コンソーシアムの解散 

六 構成員の除名 

七 本研究事業の実施に関すること 

八 前各号に掲げるもののほか、コンソーシアムの運営に関する重要な事項 

 

 （書面又は代理人による議決権の行使） 

第 15 条 やむを得ない理由により総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事

項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。 

２ 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに代表機関に到達しないときは、無効とす

る。 

３ 第１項の代理人は、代理権を証する書面を代表機関に提出しなければならない。 

４ 第 13 条第１項の規定の適用については、第１項の規定により議決権を行使した者は、

総会に出席したものとみなす｡ 

 

 （議事録） 

第 16 条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。 

一 開催日時及び開催場所 

二 構成員の現在数、当該総会に出席した構成員数、前条第４項により当該総会に出席
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したとみなされた構成員数及び当該総会に出席した構成員の氏名 

三 議案 

四 議事の経過の概要及びその結果 

五 議事録署名人の選任に関する事項 

３ 議事録は、議長及び当該総会に出席した構成員のうちから、その総会において選任さ

れた議事録署名人が署名捺印しなければならない。 

４ 議事録は、主たる事務所に備え付けておかなければならない｡ 

 

 

第４章 代表機関 

 

 （代表機関） 

第 17 条 コンソーシアムの業務を執行するため、第２条に定める主たる事務所が置かれる

△△研究所をその代表機関とする。 

２ 代表機関は次条に掲げる業務を行うものとし、同条各号に掲げる業務の執行に当たっ

ては、業務ごとに責任者を置くものとする。 

３ 代表機関は、本研究事業の実施に関し、コンソーシアムを代表して、生研支援センタ

ー所長と契約を締結し、自己の名義をもって委託費の請求、受領を行うとともに、他の

構成員から実績報告書の提出を求めるなどの権限を有するものとする。 

  

（業務の執行） 

第 18 条 コンソーシアムの業務の執行の方法については、本規約で定めるもののほか、次

の各号に掲げる規程による。 

 一 ○○コンソーシアム事務処理規程 

 二 ○○コンソーシアム会計処理規程 

 三 ○○コンソーシアム知的財産権取扱規程 

 四 その他総会において議決した規程 

 

 

第５章 会計 

 

 （事業年度） 

第 19 条 コンソーシアムの事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わ

る。ただし、コンソーシアムの設立初年度については、コンソーシアムが設立された日

から始まり、その日以後の最初の３月３１日に終わるものとする。 

 

 （資金の取扱い） 

第 20 条 コンソーシアムの資金の取扱方法は、○○コンソーシアム会計処理規程で定める

ものとする。 

 

 （事務経費支弁の方法等） 

第 21 条 コンソーシアムの事務に要する経費は、本研究事業に係る委託費（構成員からの
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負担金）をもって充てるものとする。 

 

 （構成員の必要経費の分配） 

第 22 条 構成員は、コンソーシアムの代表機関から、本研究事業のうち自らが実施する

こととなっている部分の実施に必要な経費の分配を受けるものとする。 

 

 （年度事業実施計画及び収支予算） 

第 23 条 コンソーシアムの年度事業実施計画及び収支予算は、代表機関が作成し、総会の

議決を得なければならない。 

 

 

第６章 清算 

 

 （解散） 

第 24 条 コンソーシアムは、次の各号に掲げる場合に解散するものとする。 

 一 本研究事業の全部が終了したとき。 

 二 総会において解散の議決がなされたとき。 

 三 構成員が一名となったとき。 

 

 （清算人） 

第 25 条 前条の規定によりコンソーシアムが解散した場合、代表機関が指定する者（代表

機関が自己を指定する場合には、代表機関）が清算人となる。 

２ 清算人は、コンソーシアムの解散後、速やかに清算手続を開始するものとする。 

 

 （清算人の権限） 

第 26 条 清算人は、次の各号に掲げる事項に関して職務を行い、コンソーシアムを代表す

る裁判上及び裁判外の一切の権限を有する。 

 一 現務の結了 

 二 債権の取立て及び債務の弁済 

 三 残余財産の処理 

 四 その他前各号の職務を行うに当たり必要な一切の行為 

 

 （清算手続） 

第 27 条 清算人は、その着任後遅滞なくコンソーシアムの財産の現況を調査し、財産目録

及び貸借対照表を作成し、財産処分の具体を定め、これらに係る書類を各構成員に送付

するものとする。 

２ その他清算に関する事項は、すべて清算人が独自の判断により適切と考える方法によ

り行うものとする。 

 

 （事業終了後の残余財産の取扱い） 

第 28 条 本研究事業の全部が終了した場合において、その債務を弁済して、なお残余財産

があるときは、当該残余財産の取扱いについては、清算人が生研支援センター所長と協
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議の上決定するものとする。 

 

第７章 雑則 

 

 （委託契約の遵守） 

第 29 条 構成員は、代表機関が生研支援センター所長との間で締結した委託契約におい

て、コンソーシアムが課された義務を履行するため、所定の手続を実施するなど、必要

な措置を講ずるものとする。 

２ 構成員が、前項規定による措置を講じず、又は、本研究事業を遂行する場合において

悪意又は重大な過失があったときは、当該構成員は、これによってコンソーシアム又は

他の構成員に生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

 （事故の報告） 

第 30 条 構成員は、本研究事業において毒物等の滅失や飛散など、人体に影響を及ぼす

おそれがある事故が発生した場合には、その内容を直ちに代表機関へ報告しなければ

ならない。 

 

 （細則） 

第 31 条 本研究事業に関する国の定め及びこの規約に定めるもののほか、コンソーシアム

の事務の運営上必要な細則は、代表機関が別に定める。 

２ 本規約、各規程及び細則の内容等に関し疑義が生じたときは、その都度各構成員間で

協議の上、決定するものとする。 

 

 

  附 則 

１ 本規約は、平成 年 月 日から施行する。 

２ コンソーシアムの設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第 14 条中「総

会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。 
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別添５ 

○○コンソーシアム事務処理規程 

 

平成○年○月○日制定 

 

 

第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 ○○コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）の事務処理業務に関し

ては、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援

センター所長（以下「生研支援センター所長」という。）との間で締結したイノベーシ

ョン創出強化研究推進事業（以下「本研究事業」という。）に関する国の定め、本研究

事業の委託契約書及び○○コンソーシアム規約（以下「コンソーシアム規約」という。）

に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。 

 

 （目的） 

第２条 この規程は、コンソーシアムにおける事務の取扱いについて必要な事項を定め、

事務処理を適正かつ能率的に行うことを目的とする。 

 

 （事務処理の原則） 

第３条 コンソーシアムの事務処理に当たっては、迅速、正確を期し、かつ、機密を重ん

じ関係者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければな

らない。 

 

 （事務処理責任者） 

第４条 コンソーシアムの事務処理は、コンソーシアム規約に規定する代表機関（以下「代

表機関」という。）に事務処理責任者（以下「事務処理責任者」という。）を置き、こ

れが行うものとする。 

２ 前項の事務処理責任者は、コンソーシアム会計処理規程に規定する経理責任者を兼務

することができる。 

 

 （○○事業の実施） 

第５条 構成員は、生研支援センター所長との間で締結した本研究事業のうち自らが実施

することとなっている部分（以下「構成員実施部分」という。）をコンソーシアム規約

に規定する年度事業実施計画（以下「年度事業実施計画」という。）に従って実施しな

ければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。 

２ 構成員は、構成員実施部分が終了したとき（事業を中止し、又は廃止したときを含

む。）は、事業の成果を記載した実績報告書を代表機関に提出するものとする。 

３ 代表機関は、前項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該事業の

内容が、年度事業実施計画の内容と適合するものであるかどうか検査を行うものとす

る。なお、必要に応じて、その他関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うものとす
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る。 

４ 代表機関は、前項に規定する検査の結果、構成員が実施した事業の内容が年度事業実

施計画の内容と適合すると認めたときは、構成員に配分される委託費の額を確定し、構

成員に通知するものとする。 

５ 構成員は、天災地変その他やむを得ない事由により、構成員実施部分の遂行が困難と

なったときは、事業中止申請書を代表機関に提出し、代表機関は、国立研究開発法人農

業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センターと協議の上、本研

究事業に係る契約の変更を行うものとする。 

６ 構成員は、前項に規定する場合を除き、構成員実施部分の内容又は経費の内訳を変更

しようとするときは、事業実施計画変更承認申請書を代表機関に提出し、その承認を受

けなければならない。ただし、委託契約書第 11 条のただし書きに定めるものについて

は、この限りではない。 

 

 

第２章 文書の取扱い 

 

 （文書の処理及び取扱いの原則） 

第６条 コンソーシアムにおける事務処理は、軽易なものを除き、すべて文書をもって行

わなければならない｡ 

２ 文書は、事案の当初から完結までのものを一括して綴ることとし、これによることが

できない場合には、関連するそれぞれの文書の所在を明らかにする等の措置を講じなけ

ればならない。 

 

第７条 文書の取扱いに当たっては、その迅速と正確を期し、かつ、機密を重んじ常に関

係者間の連絡に遺漏のないように努め、これを保管する場合は、常にその所在を明確に

しておかなければならない。 

 

 （文書の発行名義人） 

第８条 文書の発行名義人は、代表機関の長とする。ただし、事務連絡等の軽微な文書に

ついては、この限りではない｡ 

 

 （文書に関する帳簿） 

第９条 事務処理責任者は、文書の件名、差出人、文書番号、接受年月日、登録年月日そ

の他の必要な事項を記載した文書整理簿を作成し、これを事務所に備え付けておかなけ

ればならない。 

 

 （保存期間） 

第 10 条 文書は、これが完結した日から保存し、本研究事業終了の翌年度の４月１日から

起算して５年間保存するものとする｡ 

 

 （文書の廃棄） 

第 11 条 文書で保存期間を経過したものは、第９条の文書整理簿から削除し、廃棄するも

71



のとする。ただし、保存期間を経過した後も、なお保存の必要があるものについては、

その旨を当該文書整理簿に記入し、事務処理責任者による管理の下、保存しておくこと

ができる｡ 

２ 前項において個人情報が記録されている文書を廃棄する場合には、裁断、焼却その他

復元不可能な方法により廃棄しなければならない。 

 

 

第３章 雑則 

 

第 12 条 第１条に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、代表機関が定

めるものとする。 

 

附 則 

 この規程は、平成 年 月 日から施行する。 
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別添６ 

○○コンソーシアム会計処理規程

平成○年○月○日制定 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 ○○コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）の会計業務に関しては、

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センタ

ー所長との間で締結したイノベーション創出強化研究推進事業（以下「本研究事業」と

いう。）に関する国の定め、本研究事業の委託契約書及び○○コンソーシアム規約（以

下「コンソーシアム規約」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところに

よるものとする。 

 （目的） 

第２条 この規程は、コンソーシアムの会計の処理に関する基準を定め、コンソーシアム

の業務の適正かつ能率的な運営と予算の適正な実施を図ることを目的とする。 

 （会計原則） 

第３条 コンソーシアムの会計は、次の各号に掲げる原則に適合するものでなければなら

ない。 

一 コンソーシアムの会計処理に関し、真実な内容を明瞭にすること。 

二 すべての取引について、正確な記帳整理をすること。 

三 会計の処理方法及び手続について、みだりにこれを変更しないこと。 

 （口座の開設） 

第４条 コンソーシアムは、これを名義とする銀行の管理口座を開設するものとする。 

（※代表機関名義で既に保有している管理口座でも可能。その場合は、「コンソーシア

ムの口座は、○○の管理口座とする。」などと規定する。）

 （会計年度） 

第５条 コンソーシアムの会計年度は、コンソーシアム規約に定める事業年度に従うもの

とする。 

２ コンソーシアムの出納は、翌年度の４月３０日をもって閉鎖する。 

 （出納責任者） 

第６条 出納責任者は、コンソーシアム規約に規定する代表機関（以下「代表機関」とい

う。）の長とする。 

 （経理責任者） 

第７条 コンソーシアムの経理処理は、代表機関に経理責任者（以下「経理責任者」とい
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う。）を置き、これが行うものとする。 

２ 前項の経理責任者は、○○コンソーシアム事務処理規程（以下「事務処理規程」とい

う。）に規定する事務処理責任者を兼務することができる。 

 

 

第２章 帳簿類 

 

 （帳簿） 

第８条 経理責任者は、品名、規格、金額、契約相手方、契約年月日、納品年月日、支払

年月日を記載した帳簿を作成し、これをコンソーシアム規約に定める主たる事務所に備え

付けておかなければならない｡ 

 

 （会計伝票） 

第９条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする｡ 

２ 会計伝票は、次の各号に掲げるものとし、その様式は、代表機関が別に定める。 

 一 入金伝票 

 二 出金伝票 

 三 振替伝票 

３ 会計伝票は、証ひょうに基づいて作成し、証ひょうとともに保存する｡ 

４ 会計伝票は、作成者が押印した上で、経理責任者の承認印を受けるものとする｡ 

 

 （帳簿書類の保存及び処分） 

第 10 条 会計帳簿、会計伝票その他の会計関係書類の保存期間は、事務処理規程の規定に

よる。 

２ 前項の会計関係書類を廃棄する場合には、あらかじめ、経理責任者の指示又は承認を

受けるものとする｡ 

３ 前項において個人情報が記録されている会計関係書類を廃棄する場合には、裁断、焼

却その他復元不可能な方法により廃棄しなければならない。 

 

 

 （帳簿の更新） 

第 11 条 帳簿は、原則として事業年度ごとに更新する。 

 

 

第３章 予算 

 

 （予算の目的） 

第 12 条 予算は、事業年度の事業活動を明確な計数でもって表示することにより収支の合

理的規制を行い、事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする｡ 

 

 （予算の目的外使用） 

第 13 条 予算は、定められた目的以外に使用してはならない｡ 
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 （予算の執行） 

第 14 条 コンソーシアムの運営に係る事務に要する予算の執行については、経理責任者

の決裁を受けなければならない。 

２ 本研究事業に係る構成員自らが実施することとなっている部分に要する予算の執行

については、当該構成員の内部規程の定めるところにより決裁を受けなければならな

い。 

 

 

第４章 出納 

 

 （金銭出納の明確化） 

第 15 条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、その事務を

記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない｡ 

２ 金銭の出納は、会計伝票によって行わなければならない｡ 

 

 （支払方法） 

第 16 条 出納の事務を行う者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取

引を証する書類に基づき、出納責任者の承認を得て行うものとする｡ 

２ 支払は、金融機関への振込により行うものとする。ただし、小口払その他これにより

難い場合として出納責任者が認めた支払のときには、この限りでない。 

 

 （領収証の徴収） 

第 17 条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただ

し、領収証の徴収が困難な場合には、別に定める支払証明書をもってこれに代えること

ができる｡ 

２ 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をも

って支払先の領収証に代えることができる｡ 

 

 （金銭の過不足） 

第 18 条 出納の事務を行う者は、原則として毎月１回以上、預貯金の残高を証明できる書

類によりその残高と帳簿残高との照合を行うとともに、金銭に過不足が生じたときは、

遅滞なく第７条第１項の経理責任者に報告し、その指示を受けるものとする｡ 

 

 

第５章 物品 

 

 （財産管理台帳） 

第 19条 コンソーシアムは、本研究事業により取得した 10 万円以上の機械及び備品の管理

に当たり、別紙の財産管理台帳(機械及び備品)を備え、機械及び備品の取得、使用、移動、

処分等異動増減の都度それぞれの内容等を記録し、現状を明確に把握しておくものとする。 
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 （物品の善管注意義務） 

第 20 条 本研究事業のために購入した機械及び備品の管理については、コンソーシアムは

その責任において善良な管理を行い、保全に万全を期するものとする。 

２ 本研究事業終了後、同種の事業を実施するため引き続き前項の物品を使用する場合は、

本研究事業の委託契約書の定めに従うとともに、引き続き前項の注意義務を果たすもの

とする。 

 

 （物品の表示） 

第 21条 機械及び備品の表示は次の管理用銘版による。 

物 品 標 示 票 

事 業 名 イノベーション創出強化

研究推進事業 

コンソーシア

ム名 

 

品 名  

物品番号  

取得年月日  年 月 日 

備考 △△機構 ××研究所 

 

 

第６章 決算 

 

 （決算の目的） 

第 22 条 決算は、事業年度ごとに会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するととも

に、当該期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。 

 

 （決算書の作成） 

第 23 条 経理責任者は、事業年度終了後速やかに年度決算に必要な整理を行い、次の各号

に掲げる計算書類を作成し、代表機関に報告しなければならない｡ 

 一 収支計算書 

 二 財産目録 

 

 （年度決算の確定） 

第 24 条 代表機関は前条の計算書類を総会に提出し、その承認を受けて年度決算を確定す

る｡ 

 

 

第７章 雑則 
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第 25 条 第１条に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、代表機関が定

めるものとする。 

附 則 

この規程は、平成 年 月 日から施行する。
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財 産 管 理 台 帳（機 械 及 び 備 品） 

品目（単位） 

年 月 日 整理区分 摘 要 

異 動 高 現 在 高 処 分 制 限 期 間 

備 考 増 減 

数 量 価 格 

耐用 

年数 

処分制限期限 

年 月 日 数 量 価 格 数 量 価 格 

円 円 円 

（注） （１）品目ごとに別葉とする。 

（２）整理区分欄には購入等を記入する。

（３）処分制限期間欄には、耐用年数４年を記入し、処分制限期限(取得年月日の４年後の前日(対応日))を記入する。

（４）備考欄には設置場所を記入する。
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別添７ 

○○コンソーシアム知的財産権取扱規程 

 

平成○年○月○日制定 

 

 （目的） 

第１条   この規程は、○○コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）が国立研

究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」という。）生物系特定

産業技術研究支援センター（以下「生研支援センター」という。）所長との間で締結し

たイノベーション創出強化研究推進事業（以下「本研究事業」という。）の実施を通じ

て発生する知的財産権の取扱い等に関して必要な事項を定めることにより、活発な研究

開発の促進を図るとともに、知的財産権の帰属及び出願手続等について明確にすること

を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本規程において「知的財産権」とは、次の各号に掲げる権利をいう。 

 一 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許権」という。）、

特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法（昭和３４年法律１２３号）に規定

する実用新案権（以下「実用新案権）」という。）、実用新案法に規定する実用新案

登録を受ける権利、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権（以下「意

匠権」という。）、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路

配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）に規定する回路配置利用権（以下「回

路配置利用権」という。）、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法（平

成１０年法律第８３号）に規定する育成者権（以下「育成者権」という。）、品種登

録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利（以下「産業財産権等」

と総称する。） 

二 著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条及び第２８条に規定するす

べての権利を含む。）及び外国におけるこれらの権利に相当する権利 

三 事業活動に有用な技術上及び営業上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知

られていないものであって、不正競争防止法（平成５年法律第 47 号）上保護される権

利に係るもの 

 

 （帰属） 

第３条 本研究事業の実施により発生した知的財産権のうち、委託契約書の規定により生

研支援センター所長が承継しないこととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与し

た構成員に帰属するものとする。なお、構成員相互の共同研究により発生した知的財産

権については、これに参加した構成員の共有とし、その持分は、これらの者の間で協議

し、決定※するものとする。 

 

※  知的財産権の発生に係る貢献割合に応じて持分を決定する旨を明示することも

可。なお、知的財産権につながる研究成果が現れた後に改めて権利の帰属を決す

ることも可能ではあるが、成果の内容によっては関係者の間で意見が対立する可

能性があるため、あらかじめ決めておくことが望ましい。 
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 （出願等） 

第４条 本研究事業の実施により発生する知的財産権の出願又は申請（以下「出願等」と

いう。）は、その発生に寄与した構成員が行うものとし、当該出願等に要する費用につ

いても、当該構成員が負担するものとする。 

２ 前項の知的財産権のうち、構成員相互の共同研究により発生するものの出願等に当た

っては、これを共有する構成員（以下「知財共有構成員」という。）の間で協議、決定
※１の上、当該出願等を行うものとし、当該出願等に要する費用については、知財共有構

成員の間で協議し、その負担割合を※２決定するものとする。 

３ 第１項及び第２項により知的財産権の出願等が行われた場合には、遅滞なくコンソー

シアム規約に規定する代表機関（以下「代表機関」という。）に報告するものとする。 

 

 

   ※１ 協議、決定する対象は、出願の是非、権利者、手続を行う者（特定の者が一

括して行うか否か）等を想定。 

   ※２ 「持分比率」や「折半」等により決定する旨をあらかじめ本規程において明

示することも可。 

 

（維持管理） 

第５条 知的財産権の維持管理に係る手続及び当該維持管理に要する費用については、前

条の規定を準用する。 

 

 （持分譲渡） 

第６条 知財共有構成員が自己の有する持分を他の知財共有構成員以外の第三者へ譲渡し

ようとするときは、あらかじめ、他の知財共有構成員の同意を書面により得なければな

らない。 

２ 譲渡人である知財共有構成員は、前項による他の知財共有構成員の同意が得られたと

きは、当該持分に係る権利及び義務を譲受人に承継するものとし、これを書面により他

の知財共有構成員及び代表機関に通知するものとする。譲受人がこの権利及び義務を履

行しないときは、譲渡人が譲受人と連帯してその責任を負うものとする。 

 

 （第三者への実施許諾） 

第７条 本研究事業により発生する知的財産権について、その権利を有する構成員以外の

第三者が実施許諾を希望する場合には、当該構成員が許諾の申込みを受け付けるものと

する。 

２ 前項の知的財産権のうち構成員相互の共同研究により発生するものについて、知財共

有構成員以外の第三者が実施許諾を希望する場合には、当該知財共有構成員が許諾の申

込みを受け付けるものとする。この場合において、当該申込みを受けた知財共有構成員

は他の知財共有構成員にその旨を報告し、許諾の可否及び条件につき知財共有構成員全

員による協議の上、決定するものとする。 

３ 第１項の許諾に際し徴収する実施料は、その権利を有する構成員に帰属するものとす

る。また、第２項の許諾に際し徴収する実施料は、知財共有構成員に帰属するものとし、

その配分については知財共有構成員の間で協議し、決定※するものとする。 

  （※「持分比率」等により決定する旨明示することも可。） 
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 （自己実施） 

第８条 構成員相互の共同研究により発生する知的財産権について、知財共有構成員が

自ら実施しようとするときは、当該知財共有構成員以外の者と実施の支払等について

定めた実施契約を連名により締結する。 

 

 （持分放棄） 

第９条 知財共有構成員が自己の有する持分を放棄しようとするときは、あらかじめ、他

の知財共有構成員に書面により通知するものとする。 

２ 前項により知財共有構成員がその持分を放棄した場合、当該持分は、他の知財共有構

成員がその寄与度に応じて無償で承継するものとする。 

 

 （共同研究に係る発明補償） 

第 10 条 知財共有構成員は、知的財産権の発生に寄与した従業者に対する補償をそれぞれ

自己の属する従業者に対してのみ、自己の規程等に基づき補償する。 

 

 （共同出願契約の締結） 

第 11 条 第４条第２項の出願等を知財共有構成員が共同で行うときは、あらかじめ、第３

条から前条までの内容を含む共同出願契約を知財共有構成員間で締結するものとする。 

 

 （秘密の保持） 

第 12 条 構成員は、本研究事業に関して知り得た業務上の秘密を当該事業の契約期間にか

かわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報に

ついては、この限りでない。 

 一 知得した際、既に構成員が保有していたことを証明できる情報 

 二 知得した後、構成員の責めによらず公知となった情報 

三 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明

できる情報 

 四 構成員が独自に開発して得たことを証明できる情報 

五 委託契約書の規定に基づく事前協議により生研支援センター所長の同意を得た著作

物及びその二次的著作物その他事前に生研支援センター所長の同意を得た情報 

２ 構成員は、本研究事業における自己の従業者に対しても前項の秘密保持に関する義務

を遵守させなければならない。 

 

 （成果の公表） 

第 13 条 構成員が、自己の研究成果を外部に公表しようとするときは、当該公表の○○日

前までにその内容を他の構成員及び代表機関に書面により送付するものとする。 

２ 前項の内容を含む研究成果が公表されることにより利益を損なう又はそのおそれがあ

ると考える構成員は、当該書面を受領後○○日以内に、利益を損なう又はそのおそれが

ある内容及びその理由を明らかにした上で、当該研究成果の公表を希望する構成員及び

代表機関に書面により送付するものとする。 

３ 代表機関は、これら構成員とともに成果の公表に係る合理的な措置を検討するものと

する。 
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 （生研支援センターとの関係等） 

第 14 条 本研究事業における構成員と生研支援センター所長との間の権利保有関係につ

いては、本規程に定めるもののほか、委託契約書に定められている知的財産権の取扱い

に係る契約事項を遵守しなければならない。 

 

第 15 条 本研究事業に関する国及び農研機構の定め、コンソーシアム規約及びこの規程に

定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、代表機関が定める。 

 

 

附 則 

 
この規程は、平成 年 月 日から施行する。 
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[ここに入力] 
 

別添８ 
「○○コンソーシアム」参加契約書 

 
 「××××の開発」委託事業（以下「本委託研究事業」という。）を実施するために、

本委託研究事業に参加する法人等（以下「構成員」という。）は、「○○コンソーシアム」

（以下「コンソーシアム」という。）の成立にあたり、次の通り契約を締結する。 
 
（定義） 
第１条 本契約に用いられる用語で、別紙のコンソーシアム規約（以下「規約」とい

う。）に定義されているものは、その定義どおりとする。 
 
（総則） 
第２条 構成員は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技

術研究支援センター所長（以下「生研支援センター所長」という。）とコンソーシアムと

の委託契約書の規定及び規約に従うことを同意することをここに確認し、コンソーシアム

に構成員として参加することに合意する。 
 
（構成員による事業の実施） 
第３条 構成員は、生研支援センター所長とコンソーシアムとの委託契約に基づく委託契

約書に明記された委託研究開発実施計画を善良なる管理者の注意により実施する。 
 
（有効期間） 
第４条 本契約の有効期間は、本契約締結の日より規約に定めるコンソーシアムの解散の

日までとする。ただし、規約に定める義務がコンソーシアムの解散後も存続する場合は、

その存続期間中、第２条に定める構成員としての規約遵守義務は存続するものとする。 
 
（協議） 
第５条 本契約に記載のない事項または解釈上の疑義については、信義誠実の原則に従

い、構成員間の協議により決定するものとする。 
 
本契約の成立を証して全ての構成員の記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
 平成  年  月  日 
 
 構成員       住 所 
           名 称 
           代表者氏名                 印 
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[ここに入力] 
 

 
 
           住 所 
           名 称 
           代表者氏名                 印 
 
           住 所 
           名 称 
           代表者氏名                 印 
 
           住 所 
           名 称 
           代表者氏名                 印 
 
           住 所 
           名 称 
           代表者氏名                 印 
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別添９ 

（代表機関）○○大学法人 ○○大学 御中 

○○コンソーシアム構成員 御中 

 

「○○コンソーシアム規約」同意書 

 

 当法人、○○○○は、頭書各位に対して、別紙「○○コンソーシアム規約」に同意する

契約（以下「本契約」という。）に申し込みます。 

 当法人は、頭書各位全員が当法人同様本契約の締結を申し込んだ場合、本契約が、当法

人及び頭書各位全員との間で締結されたものとみなされることにあらかじめ同意します。 

 

 平成  年  月  日 

 

 

 

           住 所 

           名 称 

           代表者氏名                 印 
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○○共同研究機関協定書ひな形 

 

（名称） 

第１条 この機関は、○○共同研究機関（以下「機関」という。）と称する。 

※ ここでいう「機関」は、新しい契約方式におけるコンソーシアムのこ 

とであるが、協定書等において必ず「コンソーシアム」を用いなければ

ならない、ということはない。本条はコンソーシアムという名称を用い

ない例を示すもの。 

 

（目的） 

第２条 機関は、○○（以下「委託研究」という。）を共同連帯して実施することを目的

とする。 

 

（構成員の住所及び名称） 

第３条 機関の構成員は、次のとおりとする。 

 ○○県○○市○○○ 

  ○○○研究所 

 ○○県○○市○○町○○番地 

  国立大学法人○○大学 

 ○○県○○市○○町○○番地 

  ○○県○○研究所 

 ○○県○○市○○町○○番地 

  株式会社○○ 

 

（代表者の名称） 

第４条 機関は、○○○法人○○○研究所を代表者とする。 

※ ここでいう「代表者」は、新しい契約方式におけるコンソーシアムの

代表機関のことであるが、協定書等において必ず「代表機関」を用いなけ

ればならない、ということはない。本条は代表機関という名称を用いない

例を示すもの。 

 

（事務所） 

第５条 機関は、主たる事務所を代表者である○○県○○市○○○法人○○○研究所内に

置く。 

 

（代表者の権限） 

第６条 代表者は、委託研究の実施に関し、機関を代表して、国立研究開発法人農業・食

品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター所長（以下「生研支援セ

ンター所長」という。）と契約を締結し、自己の名義をもって委託費の請求、受領を行

うとともに、本協定に基づき他の構成員から実績報告書の提出を求めるなどの権限を有

するものとする。 

別添１０ 
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(研究の分担） 

第７条 各構成員の研究の分担は、別添委託研究実施計画書のとおりとする。 

                

（運営委員会） 

第８条 機関は、構成員全員をもって運営委員会を設け、毎年度、委託研究に関する契約

に基づいて年度実施計画を定め、収支決算を審議するなど委託研究の円滑な実施に当た

るものとする。   

 

（構成員による研究の実施） 

第９条 構成員は、年度実施計画に従って、当該構成員の分担する研究を実施するものと

する。 

 

（委託費の配分） 

第 10 条 構成員は、その分担する研究のために委託費の配分を受けるものとする。 

２ 前項に規定する構成員毎の委託費の配分額の限度額及びその内訳は、年度実施計画に

定めるところによる。 

 

（実績報告） 

第 11 条 構成員は、毎年度、担当する研究が終了したときは、その成果を記載した実績報

告書を作成し、代表者に提出するものとする。 

 

(検査） 

第 12 条 代表者は、前項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該報

告書の内容が年度実施計画の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとす

る。なお、必要に応じて、その他関係書類の提出を求め、又は実地に検査を行うものと

する。 

 

（委託費の配分額の確定） 

第 13 条 代表者は、前条に規定する検査の結果、構成員が実施した研究の内容が年度実施

計画の内容に適合すると認めたときは、構成員に配分される委託費の額を確定し、構成

員に通知するものとする。 

２ 前項の委託費の確定額は、各構成員が分担する委託研究に要した経費の実支出額と第

10 条第２項に規定する配分額の限度額のいずれか低い額とする。 

 

（委託費の支払） 

第 14 条 代表者は、前条の規定により委託費の配分額が確定した後、構成員からの適法な

請求書を受理した日から３０日以内にその支払を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、構成員がその分担する委託研究の完了前に必要な経費を受

けようとするときには、概算払を請求することができ、代表者は、これを適当と認めた

ときはこれを支払うことができる。 

87



３ 構成員は前二項の規定による委託費の請求をするときは、請求書を代表者に提出する

ものとする。 

 

（過払金の返還） 

第 15 条  構成員は、既に支払を受けた委託費が、第 13 条第１項の委託費の配分の確定額

を超えるときは、その超える金額について、代表者の指示に従って返還するものとする。 

 

（委託研究の中止等） 

第 16 条  構成員は、天災地変その他やむを得ない事由により、その分担する委託研究の遂

行が困難となったときは、委託研究中止（廃止）申請書を代表者に提出し、代表者は、

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センタ

ーと協議の上、委託研究に係る契約の変更を行うものとする。 

２  前項の規定により契約を変更するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。 

 

（計画変更の承認） 

第 17 条  構成員は、前条に規定する場合を除き、委託研究実施計画書に記載された当該構

成員の分担する委託研究の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託研究実

施計画変更承認申請書を代表者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、

委託研究実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目間（直接経費から間

接経費への流用を除く。）における流用については、この限りではない。 

 

（物品管理） 

第 18 条 構成員は、委託研究のために購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管

理しなければならない。 

２ 委託研究終了後、前項に規定する物品のうち返還を要する物品を代表者が指定したと

きは、構成員は、代表者の指示により当該物品を返還するものとする。 

 

（帳簿等） 

第 19 条 構成員は、分担する研究に要した経費について、帳簿を作成・整備した上で、他

の事業等の経費とは別に、明確に区分して経理しなければならない。 

２  構成員は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、

これを行うものとする。 

３ 構成員は、前項の帳簿及び実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証

拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を、委託研究終了の翌年度の４月１

日から起算して５年間、整備、保管しなければならない。 

４ 構成員は、実績報告書の作成、提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合

した委託費の支払実績額を記載しなければならない。 

５ 構成員は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行

ったと代表者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の配分を受けることができず、

又は既にその配分を受けている場合には、代表者の指示に従い当該額を返還しなければ

ならない。 
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（旅費並びに人件費及び賃金) 

第 20 条 構成員は、委託費からの旅費並びに人件費及び賃金の支払いについては、いずれ

も委託研究と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。 

２ 構成員は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合に

は、当該違反等に係る委託費の配分を受けることができず、又は既にその配分を受けて

いる場合には、代表者の指示に従い当該額を返還しなければならない。 

 

（知的財産権の帰属） 

第 21 条 この委託研究に関する研究の成果に係る次に掲げる権利等（以下「知的財産権」

という。）のうち委託研究に係る契約書に基づき生研支援センター所長が承継しないこ

ととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与した構成員に帰属するものとする。な

お、構成員相互の共同研究により発生した当該知的財産権については、これに参加した

構成員の共有とし、その持分は、当該知的財産権の発生に係る寄与度等に応じ、これら

の構成員の間で協議し、決定（※）するものとする。 

一 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許権」という。）、

特許法に規定する特許権を受ける権利、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）に

規定する実用新案権（以下「実用新案権」という。）、実用新案法に規定する実用新

案登録を受ける権利、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権（以下

「意匠権」という。）、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の

回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）に規定する回路配置利用権（以下

「回路配置利用権」という。）、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法

（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権（以下「育成者権」という。）、品種

登録を受ける地位又は外国における上記各権利に相当する権利（以下「産業財産権等」

と総称する。） 

二 著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条及び第２８条までに規定す

るすべての権利を含む。）及び外国におけるこれらの権利に相当する権利 

 三 事業活動に有用な技術上及び営業上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知

られていないものであって、不正競争防止法（平成５年法律第 47 号）上保護される権

利に係るもの 

２ この委託事業に係る知的財産権を伴う成果が得られた場合には、知的財産権の出願又

は申請（以下「出願等」という。）を行う前に、遅滞なく代表者にその旨を報告するも

のとする。 

   ※ 知的財産権の発生に係る貢献割合に応じて持ち分を決定する旨を明示す

ることも可。 

 

（出願等） 

第 22 条 前条により発生する知的財産権の出願等は、その発生に寄与した構成員が行うも

のとし、当該出願等に要する費用についても、当該構成員が負担するものとする。 

２ 前項の知的財産権のうち、構成員相互の共同研究により発生するものの出願等に当た

っては、これを共有する構成員（以下「知財共有構成員」という。）の間で協議、決定
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（※１）の上、当該出願等を行うものとし、当該出願等に要する費用については、知財

共有構成員の間で協議し、その負担割合を決定（※２）するものとする。 

３ 第１項及び第２項により知的財産権の出願等が行われた場合には、遅滞なく代表者に

報告するものとする。 

   ※１ 協議、決定する対象は、出願の是非、権利者、手続を行う者（特定の者

が一括して行うか否か）等を想定。 

   ※２ 「持分比率」や「折半」等により決定する旨をあらかじめ本規定におい

て明示することも可。 

 

（維持管理） 

第 23 条 知的財産権の維持管理に係る手続き及び当該維持管理に要する費用については、

前条第１項及び第２項の規定を準用する。 

 

（持分譲渡） 

第 24 条 知財共有構成員が自己の持分を他の知財共有構成員以外の第三者へ譲渡しよう

とするときは、他の知財共有構成員及び代表者の同意を書面により得なければならない。 

２ 譲渡人である知財共有構成員は、前項による他の知財共有構成員の同意が得られたと

きは、当該持分に係る権利及び義務を譲受人に承継するものとし、これを書面により他

の知財共有構成員及び代表者に通知するものとする。譲受人がこの権利及び義務を履行

しない場合は、譲渡人が譲受人と連帯してその責任を負うものとする。 

 

（第三者への実施許諾） 

第 25 条 委託研究により発生する知的財産権について、その権利を有する構成員以外の第

三者が実施許諾を希望する場合には、当該構成員が許諾申し込みを受け付けるものとす

る。 

２ 前項の知的財産権のうち構成員相互の共同研究により発生するものについて、知財共

有構成員以外の第三者が実施許諾を希望する場合には、当該知財共有構成員が許諾の申

し込みを受け付けるものとする。この場合において、当該申し込みを受けた知財共有構

成員はその他の知財共有構成員にその旨を報告し、許諾の可否及び条件につき知財共有

構成員全員による協議の上、決定するものとする。 

３ 第１項の許諾に際し徴収する実施料は、その権利を有する構成員に帰属するものとす

る。また、第２項の許諾に際し徴収する実施料は、知財共有構成員に帰属するものとし、

その配分については知財共有構成員の間で協議し、決定（※）するものとする。 

  （※「持分比率」等により決定する旨明示することも可。） 

 

（自己実施） 

第 26 条 構成員相互の共同研究により発生する知的財産権について、いずれかの知財共有

構成員が自ら実施しようとするときは、他の知財共有構成員と実施料の支払い等につい

て定めた実施契約を連名により締結する。 

 

（持分放棄） 
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第 27 条 知財共有構成員が自己の保有する持分を放棄しようとするときは、あらかじめ、

他の知財共有構成員に書面により通知するものとする。 

２ 前項により知財共有構成員がその持分を放棄した場合、当該持分は、他の知財共有構

成員がその寄与度に応じて無償で承継するものとする。 

 

（共同研究に係る発明補償） 

第 28 条 知財共有構成員は、知的財産権の発生に寄与した者に対する補償をそれぞれ自己

の属する従事者に対してのみ、自己の規定に基づき補償する。 

 

 

（共同出願契約の締結） 

第 29 条 第 22 条第２項の出願等を知財共有構成員が共同で行うときは、あらかじめ、第

21 条から前条までの内容を含む共同出願契約を知財共有構成員間で締結するものとす

る。 

 

（秘密の保持） 

第 30 条 構成員は、本研究事業に関して知り得た業務上の秘密を当該事業の契約期

間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、各号のいずれかに該当する

情報については、この限りでない。 

 一 知得した際、既に構成員が保有していたことを証明できる情報 

 二 知得した後、構成員の責めによらず公知となった情報 

 三 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したこと

を証明できる情報 

 四 構成員が独自に開発して得たことを証明できる情報 

 五 委託契約書の規定に基づく事前協議により生研支援センター所長の同意を得

た著作物及びその二次的著作物その他事前に生研支援センター所長の同意を得

た情報 

２ 構成員は、本研究事業における自己の従業員に対しても前項の秘密保持に関す

る義務を遵守させなければならない。 

 

（成果の公表） 

第 31 条 構成員が、自己の研究成果を外部に公表しようとするときは、当該公表の○○日

前までにその内容を他の構成員及び代表者に書面により送付するものとする。 

２ 前項の内容を含む研究成果が公表されることにより利益を損なう又はそのおそれがあ

ると考える構成員は、当該書面の受領後○○日以内に、利益を損なう又はそのおそれが

ある内容及びその理由を明らかにした上で、当該研究成果の公表を希望する構成員及び

代表者に書面により送付するものとする。 

３ 代表者は、これらの構成員とともに成果の公表に係る合理的な措置を検討するものと

する。 

 

（取引金融機関） 
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第 32 条 機関の取引金融機関は○○銀行とし、代表者の名義により設けられた預金口座に

よって取引するものとする。 

（委託契約の遵守） 

第 33 条 構成員は、代表者が生研支援センター所長との間で締結した委託契約において、

機関に課せられた義務を履行するため、所定の手続きを実施するなど、必要な措置を講

ずるものとする。 

２ 構成員が、前項に規定する措置を講じず、又は、委託研究を遂行する場合において悪

意又は重大な過失があったときは、当該構成員は、これによって機関又は他の構成員に

生じた損害を賠償する責任を負う。 

（事故の報告） 

第 34 条 構成員は、委託研究において毒物等の滅失や飛散など、人体に影響を及ぼすおそ

れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに代表者へ報告しなければならない。 

（協定書に定めのない事項） 

第 35 条 本協定に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

 本協定の締結を証するため、協定書○通を作成し、代表者はその全てに、代表者以外の

構成員は各２通に、それぞれ記名押印の上、各自押印のもの１通を保有するものとする。 

平成○年○月○日 

国立研究開発法人○○○研究所 理事長 印 

国立大学法人○○大学 学長 印 

○○県○○研究所 所長  印 

株式会社○○ 社長  印

92



（別添）委託研究実施計画書 

 

１ 全体計画 

    研究項目 平成26年度 平成27年度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ○○技術の開発 

 

 (1) ○○の解明 

 

 (2) ○○技術の体系化 

 

2. ○○の開発 

 

 (1) ○○の解明 

 

 (2) ○○の開発 

 

 (3) ○○マニュアル作成 

 

 

     （○○○研

、 

 

（○○研究所、 

 

 

 

   （○○大学） 

 

     （○○研究所

、 

 

（○○○研） 

 

 

 

 ○○大学） 

 

 ○○○研）  

 

 

 

 

 

(株)○○） 

 

 

 

（○○○研） 

 

２ 分担計画 

構成員名 分担内容 研究担当者 

 

 ○○○研究所 

 

 ○○のうち○○、○○ 

 

 ○○ 

 

 ○○大学 

 

 ○○のうち○○、○○ 

 

 ○○ 

 

 ○○研究所 

 

 ○○のうち○○、○○ 

 

 ○○ 

 

 (株)○○ 

 

 

 ○○のうち○○ 

 

 

 ○○ 
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                          別紙４ 

（提出に当たり、本ページは削除してください。） 

                                                                    
【基礎研究ステージ】 

 

応募様式（研究課題提案書） 

（記載事例及び留意事項を含む） 

 

 

 

○ 所定の様式（Word）を用い、様式の改変は絶対に行わないでくだ

さい。 

○ 文字数に制限がある項目は字数を厳守してください。制限の無い

項目においても、ページ数が過多にならないよう、簡潔明瞭で理解

しやすい記載を心がけてください。 

○ 特段の指摘が無い限り文字数に制限はありませんが、読みやすい記

述に心がけてください。 

○ 該当しない様式は、削除して提出してください。 

○ 原則、明朝体で記載してください。 

 

なお、本資料の青文字及び不要なページ等を削除して、研究課題提案

書として提出してください。作成した様式は、府省共通究管理システム

（e-Rad）に必要事項を入力後、忘れずにアップロードしてください。 

 

 

（提出に当たり、本ページは削除してください。） 
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（提出に当たり、本ページは削除してください。） 
 

○ 研究課題提案書は、以下の構成となっております。 

【必須】となっている様式は必ず提出すること。 

【該当研究課題のみ】となっている様式は該当研究課題のみ提出すること。 

基礎研究ステージ［研究区分共通］ 

・様式１ 研究計画調書 【必須】 

   

・様式２－１ 研究課題概要図 【必須】 

・様式２－２ 研究課題のポイント 【必須】 

・様式２－３ 共同研究グループの構成 【必須】 

・様式２－４ 

 

「知」の集積と活用の場 研究開

発プラットフォームの概要 

【該当研究課題のみ】 

 

   

・様式３ 研究課題内容 【必須】 

   

・様式４－１ 経理事務体制について 【必須】 

・様式４－２ 参画機関の知的財産への取組状況等 【必須】 

   

・様式５－１ 研究管理運営機関を活用する理由書 【該当研究課題のみ】 

・様式５－２ 研究支援者の情報等 【該当研究課題のみ】 

・様式５－３ 

 

研究ネットワークから立ち上げら

れた研究コンソーシアムによる応募 

【該当研究課題のみ】 

 

 
○ 研究課題提案書作成に当たっては、様式内に青文字で記載している「記載事例及び留

意事項」に沿って作成を御願いします。 

○ 本事業への応募は全て「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」で行います。必要な

様式を全て e-Rad システムにて提出すること。（e-Rad システムの詳細は公募要領の「別

紙１」をご参照願います。） 

 
（提出に当たり、本ページは削除してください。） 
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【基礎研究ステージ 応募様式】 

 

様式１ 研究計画調書  

 

受付番号 

 

 

区  分 

 

該当に

○を 

つける 

備   考 

研究委託費 

 

研究実施期

間 

 

 

（記載不要） 

「知」の集積と活用の場以外か

らの提案 

 ３千万円以内/年 ３年以内 

「知」の集積と活用の場からの

提案  
 ５千万円以内/年 ３年以内 

 

 

研究課題名 

 

 

 

研究種目等    

研究期間      年度   ～    年度（   年間） 

分 野    

分 科    

細 目   

細目表  

  

キーワード 

  

 

 

細目表以外

の 

キーワード 

 

 

 

研究統括者 

氏名 

（フリガナ）  

（漢字等）  

所属研究機

関 

 

 

住所 〒 

電話番号  ＦＡＸ  

E-mail  

部局  

職名  

経理事務 

担当者氏名 

 

 

 

 

経理担当部

局名・連絡先

等 

電話番号：          FAX番号： 

E-mailアドレス： 
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業務概要 

注１ 

 

 

 資本金 

注２ 

 

 

従業員数 

注３ 

 

 

研究管理運営責任者 

氏名 注４ 

（フリガナ）  

（漢字等）  

所属研究機

関 

 

 

住所 〒 

電話番号  ＦＡＸ  

E-mail  

部局  

職名  

経理事務 

担当者氏名 

 

 

 

 

経理担当部

局名・連絡先

等 

電話番号：          FAX番号： 

E-mailアドレス： 

 

業務概要 

注１ 

 

 

 資本金 

注２ 

 

 

従業員数 

注３ 

 

 

研究分担者 

氏名 注５ 

（フリガナ）   

（漢字等）  

所属研究機

関 

 

 

住所 〒 

電話番号  ＦＡＸ  

E-mail  

部局  

職名  

経理事務 

担当者氏名 

 

 

 

 

経理担当部

局名・連絡先

等 

電話番号：          FAX番号： 

E-mailアドレス： 

 

業務概要 

注１ 

 

 

 資本金 

注２ 

 

 

従業員数 

注３ 

 

 

普及・実用化支援担当者 

氏名 注５ 

（フリガナ）  

（漢字等） 
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所属研究機

関 

住所 〒 

電話番号 ＦＡＸ 

E-mail
部局 

職名 

経理事務 

担当者氏名 

経理担当部

局名・連絡先

等 

電話番号： FAX番号： 

E-mailアドレス： 

業務概要 

注１ 

資本金 

注２ 

従業員数 

注３ 

※ 本研究課題に参画する研究代表機関及びすべての共同研究機関について、契約単位の

組織名ではなく、実際に研究を実施する支所、支店、学部等ごとに記載してください。 

※ 各項目には応募時点のものを記載としますが、今後の機関名の変更や市町村合併等に

よる所在地の変更、代表者の変更等が既に決まっているものがあれば、その変更時期及

び内容を記載してください。 

※ 電話番号、FAX 番号及び e-mail アドレスは半角文字で記載してください。

注１ 本研究課題を実施するにあたってのこれまでの実績、研究施設の整備状況等、本研

究課題を実施する機関として適切であるかどうか判断できる内容としてください。 

注２ 民間企業、農業法人及び公益・一般法人のみ記載し、公益・一般法人にあっては、

基本財産の額を記載してください。 

注３ 民間企業、農業法人及び研究管理運営機関のみ記載してください。 

注４ 研究管理運営機関を活用する場合のみ記載してください（活用しない場合は削除）。 

注５ 共同研究機関等の参画数に合わせて欄を追加してください。

注６ ３頁表の「研究種目」は記載する必要はありません。また、「分野」、「分科」、

「細目」、「細目表キーワード」、「細目表以外のキーワード」については、日本学

術振興会の下記のホームページに掲載されている「平成２９年度科学研究費助成事業 

系・分野・分科・細目表」から、該当するコード番号等を記載して下さい。 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/02_koubo/saimoku.html
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各年度別経費内訳 

※ 別紙「Ⅴ．各研究機関等の研究費の詳細見込額の記載事項」を参考に記載してくださ

い。 

＜研究グループ（コンソーシアム）全体分＞ 

（１） 各年度別経費内訳（単位：千円） 

                           

大項目 中項目 年度 年度 年度 計 

 

直 

接 

経 

費 

 

 

1.物品費 

 

設備備品費     

消耗品費     

2.旅 費 旅 費     

3.人件費 

 ・謝金 

人件費     

謝金     

4.その他 

 

外注費     

その他     

消費税相当額     

間接経費 

（上記経費の30%以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計     

※１ 「府省共通経費取扱区分表」の項目毎に記載してください。 

※２ 参画する全ての共同研究機関の経費（直接経費・間接経費）を合計した金額を記

載して下さい。 
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＜研究グループ（コンソーシアム）研究代表機関：   ＞ 

（１）各年度別経費内訳（単位：千円） 

 

大項目 中項目 年度 年度 年度 計 

 

直 

接 

経 

費 

 

 

1.物品費 

 

設備備品費     

消耗品費     

2.旅 費 旅 費     

3.人件費 

 ・謝金 

人件費     

謝金     

4.その他 

 

外注費     

その他     

消費税相当額     

間接経費 

（上記経費の30%以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計     

※ 「府省共通経費取扱区分表」の項目毎に記載してください。 

 

 
（２）設備備品費の内訳（単位：千円） 

設備備品名 

(ﾒｰｶｰ名・規格等を併記) 

数量 

(単位) 

単価 

 

金 額 

 

使用目的及び必要性 

 

設置部署 

 

(  年度) 

○○分析機器 

（メーカー名･型番） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ （１）各年度別経費内訳表の「１．物品費のうち設備備品費」欄に計上した設備備

品費の内訳を記載してください。 

※２ 設備備品費は、原則、初年度に計上してください。 

また、計上していない設備備品の購入は、原則、認められません。 

※３ 汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は当該研究に必要な理由を添付して

ください。なお、原則、レンタル・リースでの導入になります。 

※４ 100 万円以上の高額な備品については、リースを検討してください。なお、１年間

のリース料が 100 万円を超える場合は、「（４）雑役務費の内訳」に記載してくださ

い。 
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（３）人件費の内訳（単位：千円） 

         
 

人数 

 

 期間 

(月) 

 金 額 

 

       業務内容 

 

配属先 

 

(  年度) 

ポストドクター 

 

５ 

 

 

８ 

 

 

○○ 

 

 

１（１）・・・・を担当 

２（３）・・・・ 

 

○○大

学 

○○社 

実験補助者  

 

３ 

 

７ 

 

○○ 

 

２（２）・・・・ 

 

○○研

究所 

(  年度) 

・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 複数の使用を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。 

 

（４）雑役務費（１件当たり 100 万円以上）の内訳（単位：千円） 

      件名 

 

数量 

(単位) 

 単価 

 

金 額 

 

  使用目的及び必要性 

 

設置部署 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ １件当たり 100 万円以上の雑役務（試作品作成・データ分析・賃貸借 等）を計

画している場合に記載してください。 

※２ ３件以上を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。 
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（５）試作品の内訳（単位：千円） 

    試作品名 

（仕様等を併記） 

数量 

(単位) 

単価 

 

金 額 

 

使用目的及び必要性 

 

設置部署 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「物品費」または「その他」の所要額のうち、試作品を予定する場合は記載してくだ

さい。 

（注１）委託費の内訳は、「府省共通経費取扱区分表」に従って記載してください。 

（注２）各所要額は、消費税（８％）込みで記載してください。 

（注３）外国旅費は原則認めておりません。なお、外国での研究等が不可欠な場合には、

どのような研究をどこの国で行う必要があるのか、「Ⅱ－２－（５）研究課題及び

研究項目ごとの研究費見込額」に具体的に記載してください。その際は、欄外に外

国旅費の見積額を記載してください（記載例 2017 年度外国旅費○○○千円）。 

（注４）消費税相当額は、消費税課税事業者のみ消費税相当額を計上し、直接経費のうち

非課税取引・不課税取引・免税取引に係る８％に相当する額を計上してください。

具体的には、「３．人件費・謝金」の８％に相当する額を計上してください（人件

費のうち派遣業者からの派遣研究員に係る経費は課税対象経費のため対象外）。ま

た、「人件費・謝金」以外に非課税・不課税・免税取引を予定する場合は、把握で

きる範囲で計上してください。 

地方公共団体・免税事業者の非課税団体等については計上できません（所要額欄

に「－」を記載する）。 

（注５）間接経費は、直接経費の３０％に相当する額以内で計上してください。 
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＜研究管理運営機関分：   ＞ 

※研究を実施しない研究管理運営機関の場合は、以下の表を作成してください。該当しな

い場合は削除してください。 

（１）各年度別経費内訳（単位：千円） 

 

大項目 中項目 年度 年度 年度 計 

 

直 

接 

経 

費 

 

 

1.物品費 

 

設備備品費     

消耗品費     

2.旅 費 旅 費     

3.人件費 

 ・謝金 

人件費     

謝金     

4.その他 

 

外注費     

その他     

消費税相当額     

一般管理費 

（上記経費の15%以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計     

※ 「府省共通経費取扱区分表」の項目毎に記載してください。 

 

 

（２）設備備品費の内訳                       （単位：千円） 

    設備備品名 

(ﾒｰｶｰ名・規格等を併記) 

数量 

(単位) 

 単価 

 

金 額 

 

  使用目的及び必要性 

 

設置部署 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ （１）各年度別経費内訳表の「１．物品費のうち設備備品費」欄に計上した設備備

品費の内訳を記載してください。 

※２ 設備備品費は、原則、初年度に計上してください。 

また、計上していない設備備品の購入は、原則、認められません。 

※３ 汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は当該研究に必要な理由を添付して

ください。なお、原則、レンタル・リースでの導入になります。 

※４ 100 万円以上の高額な備品については、リースを検討してください。なお、１年間

のリース料が 100 万円を超える場合は、「（４）雑役務費の内訳」に記載してくださ

い。 
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（３）人件費の内訳                      （単位：千円） 

        
 

人数 

 

 期間 

 (月)   

金 額 

 

       業務内容 

 

  配属先 

 

(  年度) 

ポストドクタ

ー 

５ 

 

 

８ 

 

 

○○ 

 

 

１（１）・・・・を担当 

２（３）・・・・ 

 

○○大学 

○○社 

 

実験補助者  ３ ７ ○○ ２（２）・・・・ ○○研究所 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 複数の使用を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。 

 

（４）雑役務費（１件当たり100万円以上）の内訳           （単位：千円） 

件名 

 

数量 

(単位) 

単価 

 

金 額 

 

使用目的及び必要性 

 

設置部署 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ １件当たり 100 万円以上の雑役務（試作品作成・データ分析・賃貸借 等）を計画

している場合に記載してください。 

※２ ３件以上を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。 

 

（注１）研究コンソーシアムの経理に責任を持つ経理執行機関（研究管理運営機関）と、

研究統括者を配置する代表機関とを区分することができます。研究管理運営機関に

ついて、直接研究者を配置しない機関（産業振興系の財団や会計事務所等）を含め

ることを可能とし、活動費は直接経費で工面することが可能です。 

（注２）委託費の内訳は、「府省共通経費取扱区分表」に従って記載してください。 

（注３）各所要額は、消費税（８％）込みで記載してください。 

（注４）研究管理運営機関は外国旅費を計上できません。 

（注５）消費税相当額は、消費税課税事業者のみ消費税相当額を計上し、直接経費のうち
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非課税取引・不課税取引・免税取引に係る８％に相当する額を計上してください。

具体的には、「３．人件費・謝金」の８％に相当する額を計上してください（人件

費のうち派遣業者からの派遣研究員に係る経費は課税対象経費のため対象外）。ま

た、「人件費・謝金」以外に非課税・不課税・免税取引を予定する場合は、把握で

きる範囲で計上してください。 

地方公共団体・免税事業者の非課税団体等については計上できません（所要額欄

に「－」を記載する）。 

（注６）一般管理費は、直接経費の１５％を上回らない範囲で必要額の計上が認められま

す。 
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＜研究グループ（コンソーシアム）構成員：   ＞ 

※参画共同研究機関ごとにシートを作成してください。単独での応募の場合は削除してく

ださい。 

（１）各年度別経費内訳（単位：千円） 

 

大項目 中項目 年度 年度 年度 計 

 

直 

接 

経 

費 

 

 

1.物品費 

 

設備備品費     

消耗品費     

2.旅 費 旅 費     

3.人件費 

 ・謝金 

人件費     

謝金     

4.その他 

 

外注費     

その他     

消費税相当額     

間接経費 

（上記経費の30%以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計     

※ 「府省共通経費取扱区分表」の項目毎に記載してください。 

 

 

（２）設備備品費の内訳                      （単位：千円） 

設備備品名 

(ﾒｰｶｰ名・規格等を併記

) 

数量 

(単位) 

 

単価 

 

 

金 額 

 

 

使用目的及び必要性 

 

 

設置部署 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ （１）各年度別経費内訳表の「１．物品費のうち設備備品費」欄に計上した設備

備品費の内訳を記載してください。 

※２ 設備備品費は、原則、初年度に計上してください。 

また、計上していない設備備品の購入は、原則、認められません。 

※３ 汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は当該研究に必要な理由を添付し

てください。なお、原則、レンタル・リースでの導入になります。 

※４ 100 万円以上の高額な備品については、リースを検討してください。なお、１年間

のリース料が 100 万円を超える場合は、「（４）雑役務費の内訳」に記載してくだ

さい。 
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（３）人件費の内訳（単位：千円） 

 

 

人数 

 

期間 

(月) 

金 額 

 

業務内容 

 

配属先 

 

(  年度) 

ポストドクター 

 

５ 

 

 

８ 

 

 

○○ 

 

 

１（１）・・・・を担当 

２（３）・・・・ 

 

○○大

学 

○○社 

実験補助者  

 

３ 

 

７ 

 

○○ 

 

２（２）・・・・ 

 

○○研

究所 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 複数の使用を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。 

 

（４）雑役務費（１件当たり100万円以上）の内訳（単位：千円） 

件名 

 

数量 

(単位) 

単価 

 

金 額 

 

使用目的及び必要性 

 

設置部署 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ １件当たり 100 万円以上の雑役務（試作品作成・データ分析・賃貸借 等）を計

画している場合に記載してください。 

※２ ３件以上を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。 

 

（５）試作品の内訳（単位：千円） 

試作品名 

（仕様等を併記） 

数量 

(単位) 

単価 

 

金 額 

 

使用目的及び必要性 

 

設置部署 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 
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( 年度) 

※「物品費」または「その他」の所要額のうち、試作品を予定する場合は記載してくだ

さい。 

（注１）委託費の内訳は、「府省共通経費取扱区分表」に従って記載してください。 

（注２）各所要額は、消費税（８％）込みで記載してください。 

（注３）外国旅費は原則認めておりません。なお、外国での研究等が不可欠な場合には、

どのような研究をどこの国で行う必要があるのか、「Ⅱ－２－（５）研究課題及び

研究項目ごとの研究費見込額」に具体的に記載してください。その際は、欄外に外

国旅費の見積額を記載してください（記載例 2017 年度外国旅費○○○千円）。

（注４）消費税相当額は、消費税課税事業者のみ消費税相当額を計上し、直接経費のうち

非課税取引・不課税取引・免税取引に係る８％に相当する額を計上してください。

具体的には、「３．人件費・謝金」の８％に相当する額を計上してください（人件

費のうち派遣業者からの派遣研究員に係る経費は課税対象経費のため対象外）。ま

た、「人件費・謝金」以外に非課税・不課税・免税取引を予定する場合は、把握で

きる範囲で計上してください。 

なお、地方公共団体・免税事業者の非課税団体等については計上できません（所

要額欄に「－」を記載する）。 

（注５）間接経費は、直接経費の３０％に相当する額以内で計上すること。 
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（別紙）Ⅴ．各研究機関等の研究費の詳細見込額の記載事項 

全体分、応募研究機関（又は代表機関）又は研究管理運営機関及び共同研究機関ご

とに研究終了年度までの研究予算の所要額及びその内訳を記載してください。 

 代表機関及び共同研究機関にあっては、①直接経費、②間接経費を計上できます。

ただし、研究を実施しない研究管理運営機関の場合は、間接経費を計上できませんが、

代わりに③一般管理費を計上できます。 

 なお、各項目の具体的な内容は、「府省共通経費取扱区分表等について」をご確認

ください。 

（１）各年度別経費内訳

① 直接経費（応募研究機関（又は代表機関）又は研究管理運営機関、共同研究機関と

も共通） 

 研究の遂行（研究管理運営機関の場合は、研究の管理・運営を含みます。）、研

究成果の取りまとめ、国民との科学・技術対話（アウトリーチ活動）及び普及支援

に直接必要とする経費。 

「１．物品費」、「（１．物品費のうち設備備品費）」、「２．旅費」、「３．

人件費・謝金」、「（３．人件費・謝金のうち人件費）」、「４．その他」、「（４．

その他のうち消費税相当額）」欄について、年度別の所要額を千円単位（消費税込

み）で記載してください。消費税は８％で計算してください。 

外国旅費は原則認めておりません。なお、外国での研究等不可欠な場合には、ど

のような研究をどこの国で行う必要があるのか、「Ⅱ－２－（５）研究課題及び研

究項目ごとの研究額見込額」に具体的に記載してください。その際は、欄外に外国

旅費の見積額を記載してください（記載例 2017 年度外国旅費○○○千円）。

なお、消費税相当額は、消費税課税事業者のみ消費税相当額を計上し、直接経費

のうち非課税取引・不課税取引・免税取引に係る８％に相当する額を記載してくだ

さい。具体的には、「３．人件費・謝金」の８％に相当する額を記載してください

（人件費のうち派遣業者からの派遣研究員に係る経費は課税対象経費のため対象

外）。また、「人件費・謝金」以外に非課税・不課税・免税取引を予定する場合は、

把握できる範囲で計上してください。なお、地方公共団体・免税事業者等の非課税

団体については、計上できません（所要額欄に「－」と記載する）。 

② 間接経費（応募研究機関（又は代表機関）、共同研究機関とも共通）

研究機関等が研究遂行に関連して間接的に必要とする経費であり、管理部門、研究

部門、その他関連事業部門に係る施設の維持運営経費等の実施を支えるための経費

であって、直接経費として充当すべきもの以外の経費です。

間接経費については、直接経費の 30％以下に当たる額を上限として計上してくだ

さい。 

なお、所要額については管理部門等とあらかじめよく相談の上、計上してくださ

い。 
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研究を実施しない研究管理運営機関の場合は、間接経費は計上できませんが、代わ

りに一般管理費を計上できます。 

③ 一般管理費（研究を実施しない研究管理運営機関のみ） 

  研究管理運営業務の遂行に直接関連していないが、当該業務推進のために必要な事務

費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務職員の人件費及び補助職員賃

金等であって、直接経費の 15％を上回らない範囲で必要額の計上が認められます。 

 

（２）設備備品費の内訳（応募研究機関（又は代表機関）又は研究管理運営機関、共同研究

機関とも共通） 

    「（１）の各年度別経費内訳（単位：千円）」の直接経費に記載した「（１．物品

費のうち設備備品費）」について、「設備備品名・メーカー名・規格等」、「数量・

単位」、「単価」、「金額」、「使用目的及び必要性」及び「設置部署」を個々の設

備備品ごとに記載してください。 

なお、原則、設備備品は初年度に計上してください。 

また、計上していない設備備品の購入は、原則、認められません。 

汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は当該研究に必要な理由を添付して

ください。 

なお、原則、レンタル・リースでの導入になります。 

100 万円以上の高額な備品については、リースを検討してください。なお、１年間の

リース料が 100 万円を超える場合は、「（４）雑役務費の内訳」に記載してください。 

 

（３）人件費の内訳（応募研究機関（又は代表機関）又は研究管理運営機関、共同研究機

関とも共通） 

 研究 1 機関あたり、毎年度雇用予定のポストドクター、研究補助員等の人数及び経費を

記載してください。なお、区分については「府省共通経費取扱区分表」に基づき、記載し

てください。 

 

（４）雑役務費（１件当たり 100 万円以上）の内訳（単位：千円）（応募研究機関（又は

代表機関）又は研究管理運営機関、共同研究機関とも共通） 

    １件当たり 100 万円以上の雑役務（試作品作成・データ分析・賃貸借 等）を計画

している場合に記載してください。費目は「その他」となります。 

（５）試作品の内訳（応募研究機関（又は代表機関）、共同研究機関とも共通） 

    「物品費」または「その他」の所要額のうち、試作品を予定する場合は、その試作

品について、「試作品名・仕様等」、「数量・単位」、「単価」、「金額」、「使

用目的及び必要性」及び「設置部署」を個々の試作品ごとに記載してください。 
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研究組織（研究統括者及び研究分担者） 

 

 

 

 

氏名（年齢） 

研究者番号 

 

所属研究機関 

部局・職名 

現在の専門 

学位（最終学歴） 

役割分担 

 

○○年度 

研究項目 

 

○○年度 

研究経費 

（千円） 

エフ

ォ 

ート 

（％） 

研

究

統

括

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研

究

分

担

者 
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計  00名      ○○年度研究経費合計   

※ 研究期間中の各年度について、様式をコピーして記載してください。 
※ 研究項目には中課題及び小課題名を記載してください。 

※ 中課題責任者には○、小課題責任者には△を該当する研究項目の前に記載してくださ

い。研究計画の遂行に関し、名目的に名前を連ねるなど、実質的な責任を負わない者は、

研究分担者として加えることができないので注意してください。 

※ エフォート（研究専従率）は、当該研究者の全仕事時間に占める本研究課題に充てる

時間の割合（小数点以下を四捨五入した整数値）を記載してください。 
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様式２－１（研究課題概要図）Ａ４用紙１枚（縦・横いずれでも可）・必須 

 

課題名 

 

 

 

 

 

※ 留意事項 

１．様式２－２（研究課題のポイント）の記載内容を踏まえ、研究課題の全体像が体

系的に分かるように、イラスト・写真・図表などを用いて、研究の目標と概要を中

心に、研究の背景や波及効果、農林水産業・食品産業への貢献を加味した平易で簡

潔なフロー図を作成してください。 

 

２．必ずＡ４用紙 1 枚にまとめてください。必要に応じて用紙を横長に使用しても構

いません。 

 

 具備すべき項目 

   〇研究の目的、達成目標 

   〇研究内容の概要 

   〇参画研究機関の役割と連携関係 

   〇実用化されることによる波及効果、国民生活等への貢献 
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様式２－２（研究課題のポイント） 

本様式には、研究課題提案内容のポイントのなる事項を簡潔に記載していただきます。

そのため、様式３「研究課題内容」に掲載して頂く事項と齟齬が無いように記載してく

ださい。 

文字数制限は厳守して頂くとともに、分かりやすい表現を工夫してください。（文字

数をオーバーした場合は削除されます。）。 

また、「→p.○」には、各項目の詳細事項が記載されている「様式３」のページ番号

を記載してください。 

 

① 背景・目的 

 （→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

農林水産・食品分野等の生産現場等や行政施策推進上で解決が求められている問題

点など研究の背景・目的について、簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

※本項目に記載した内容は、採択後に公表する場合があります。 

 

② 研究の目標 

 （→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

本研究において、最終的に目標としている技術・成果を、具体的な数値を用いる等

により簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

 

③ 研究の概要 

 （→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

「②研究の目標」に到達するため、本研究課題で行おうとしている研究の概要に

ついて、簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

※本項目に記載した内容は、採択後に公表する場合があります。 

 

④ 関連する既往の研究成果 

 （→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

本研究課題に関連する既往の研究成果を、簡潔に２００文字以内厳守で記載してく

ださい。 

 

⑤ 成果普及の見込み 

 （→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

創出する技術・成果がどの程度普及する見込みであるか、簡潔に２００文字以内

厳守で記載してください。 
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⑥ 成果が普及することにより期待する経済効果  

（→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

創出する技術・成果が普及した場合に期待される経済効果を、可能な限り数値を用

いて、簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

 

⑦ 成果が普及することよる国民生活への貢献 

 （→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

創出する技術・成果が普及することにより、国民生活にどのように貢献できるの

か、簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

※本項目に記載した内容は、採択後に公表する場合があります。 
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様式２－３（共同研究グループの構成） 

本様式では、どのような研究グループを構成し、研究を進めるのかを記載して頂きます。 

※様式１ 研究計画調書の「研究組織（研究統括者及び研究分担者）」の内容との整合性に

注意して記載してください。 

① 研究グループの構成

－ 

セク

ター

番号

機関名（支所等名まで記載） 役割分担（詳細に記載） 

代表機関 Ⅲ （独）○○機構○研究センター 総括研究機関として全体総括及び調整を図

る。・・・の解析や・・・・・・・・・技

術の開発を実施する。 

開発された・・・・・・技術等の研究成果等を

参画機関に提供するとともに、ウェブサイト等

により全国に公開する。 

共同研究 

機関 

Ⅰ ○○県○○試験場○○支所 ○○大学が解析した・・・・・・・・・・

・情報を基に・・・・・・・・・・・・・

評価手法を開発するとともに、・・・・・

・・・・の現地調査を行い、・・・・・・

・技術の開発も併せて実施する。

Ⅰ ○○県○○研究センター 各参画機関の研究情報、評価手法及び試作

品の改良を踏まえて、・・・・・・・・・

・マニュアルを作成して配布する。

Ⅱ ○○大学○○学部 本研究の基盤となる・・・・・・・・・の

解析を実施する、また、その成果を踏まえ

た・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・の解明を行う。解析の結果、明らかにな

った・・・・・・・・・情報を他の参画機

関に提供し、研究課題の推進を図る。 

Ⅲ （独）○○機構○研究所 ○○大学、○○県○○試験場○○支所の解

析した情報を基に○○株式会社と共同で・

・・・・・・・の試作を実施する。プロト

タイプ（試作品）を作成し、使用者の意見

を聞きながら改良を加える。 

Ⅳ ○○株式会社

※農林漁業者の場合：

畜産業 ○○太郎

○○機構○研究所と共同で・・・・・・・

の試作を実施する。プロトタイプを作成し

、使用者の意見を聞きながら改良を加えて

、実用化を図る。 

セクター番号は、公募要領「共通事項３（１）研究機関等

の分類」を参照すること。 
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（必要に応じて行を追加・削除） 

 

② 研究グループの関係図  

参画する研究機関がどのような関係性をもって、研究を実施するのか図で記載して

ください。 
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様式２－４（「「知」の集積と活用の場 研究開発プラットフォーム」の概要） 

 

１ 「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 研究開発プラットフォームからの応募 

【該当の有無】 

 

 

２ 研究開発プラットフォーム名と届出完了日（届出書の写しを添付） 

【プラットフォーム名】 

【届出完了日】 

 

３ プロデューサーの氏名と所属 

【氏名】 

【所属】 

 

４ 研究開発プラットフォームの目的 

 

 

 

５ 研究開発プラットフォームの構成員 

・ 

・ 

・ 

・・ 

※個人会員は氏名と所属を記載の上、【個人会員】と記載してください。 

 

６ 応募の経緯（活動実績を含む） 

・ 

・ 

・・ 

・ 

※どのような経緯で研究開発プラットフォームから研究コンソーシアムを設立し、今回の

研究課題を応募したかを記載してください。（研究開発プラットフォームの活動実績も記

載して下さい） 

 

７ プロデューサーの承認 

研究開発プラットフォームのプロデューサーが責任を持って、当研究課題の提案を承認

できる場合は、以下の様式に○を記入してください。 

当該研究開発プラットフォームのプロデューサーは、

当研究課題の提案について承認しています。 
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様式３ 研究課題内容 

Ⅰ．必要性について 

※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。 

本欄には、研究の全体構想及びその中での本研究の具体的な目的について、適宜文献を引用しつつ記入してくだ

さい。農林水産・食品分野等の生産現場等や行政施策推進上で解決が求められている問題点など研究の背景・目的

について、簡潔に記載してください。 

また、本文については、項目を分けて上で記載し、合わせて行政施策等との関係などを記載してください。 

 

１．研究目的 

（１）提案のきっかけとなった農林水産業･食品産業等における技術的課題 

※ 科学的・技術的観点からの研究目的・背景について記載してください。その際、

単に、人口、食料、環境問題の解決への貢献といった抽象的な目標ではなく、「農

林水産研究基本計画」も参照しつつ、農林水産・食品分野において、①何が問題と

なっており、②どのような技術開発が必要とされているのか、または、③どのよう

な新しい産業技術シーズとなるのか等について、既存技術・分野との対比を含めて

具体的に記載してください。 

 

 

（２）科学的・技術的観点からの新規性・先導性・優位性 

※ 現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏まえて、研究内容に科学的意義に

対する新規性・独創性が分かるように記載してください。 
また、技術水準が高く類似する研究成果が他方にも存在する場合、提案する研究

課題の先導性・優位性が分かるように記載してください。 

 

（３）本研究における最終目標及び技術的成果 

  ※ 本研究において、最終的に目標としている技術・成果の定量的な目標等を具体的 
に記載してください。 

 

 

（４）行政施策への貢献について 

  ※総合科学技術・イノベーション会議「科学技術基本計画」や農林水産省「農林水産

研究基本計画」等に記載されている国の科学技術行政施策にどのように貢献するの

か、また、重要性、将来性の観点から必要性について具体的に記載してください。 
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（５）各種施策を促進するための戦略・計画等との関係について（該当研究課題のみ記載） 

① 以下の７つの各種施策を促進するための戦略・計画等に該当する場合、

下記表の右欄の「該当の有無」に○を付けてください。 

各種施策を促進するための戦略・計画等との関係について 該当の有無 

① 総合特別区域計画法（平成23年法律第81号）に基づき、先駆的取

組を行う実現可能性の高い地域に国と地域の政策資源を集中し、

オーダーメイドで総合的に支援する地域として認定を受けた「総

合特別区域計画」に基づく研究課題 

② 文部科学省、経済産業省、農林水産省及び総務省が、地域イノベ

ーションの創出に向けた主体的かつ優れた構想を持つ地域を共同

で選定した地域イノベーション戦略推進地域から提案された研究

課題

③ 「地域活性化の推進に関する関係閣僚等会合に基づき、地域が直

面している「超高齢化・人口減少社会における持続可能の都市・

地域の形成」及び「地域産業の成長・雇用の維持創出」の施策テ

ーマの成功事例（モデルケース）として選定された地域活性化プ

ラットフォームのモデルケースから提案された研究課題

④ 六次産業化・地産地消法に基づき認定を受けた若しくは認定を前提と

した「研究開発・成果利用事業計画」に基づき策定された研究課題

⑤ 農商工等連携促進法に基づき認定を受けた若しくは認定を前提とし

た「農商工連携等事業計画」に基づき策定された研究課題

⑥ 地域再生法に基づき認定を受けた若しくは認定を前提とした「地域再

生計画」において本事業に対する支援措置要望の記載がある研究課題

⑦ グローバル・フードバリューチェーン戦略への貢献を目的として、多

国間や他国の研究機関との間で、締結又は締結見込みである研究開発

に係るMOC（Memorandum of Cooperation：協力覚書）やWorkplan（研

究計画）に基づく研究課題

② 上記のいずれかに該当する場合、「戦略・計画又は取組の名称・概要」及び

「戦略・計画又は取組における提案研究課題の位置付け」を簡潔に記載して

ください。

なお、「認定を前提とした」とは、当該計画を担当府省に提出しており、

認定待ちであることを言います。

 また、⑦の場合は、「グローバル・フードバリューチェーン戦略」の

どの項目に貢献するのかも併せて記載してください。 
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認定されている計画 ①研究開発・成果利用事業計画等 

計画の名称  

計画の概要 （200文字程度で簡潔に） 

 

計画における提案研究課題及び研究参画機関の位置

づけ 

 

（200文字程度で簡潔に） 

 

 

 

 

※複数該当する場合は、欄を追加してください。 
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Ⅱ．効率性について 

※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。 

本欄には、研究目的を達成するための具体的な研究計画・方法について、年度毎の計画に分けて、項目別に記述して

ください。 

また、それぞれの項目別の中間時の進捗及び最終目標について、目標設定の根拠も含めて記載してください。 

 

２ 研究計画・方法 

（１）研究の概要  

※「研究の目標」に到達するため、本研究課題で行おうとしている研究の概要につ

いて、簡潔に記載してください。 

 

 

 

（２）研究課題の構成及び年次計画 

※ 研究課題の最小単位（中課題又は小課題）における研究実施期間を矢印を用いて

図示してください。 

※ 中課題順に１．、２．、・・、小課題順に（１）、（２）、・・と番号を付して

ください。 

※ 共同研究機関については、研究の効果的・効率的な推進を図る観点から、課題構成

と参画機関の役割分担を明確にするとともに、参画機関数は過度に多くならないよう

に配慮してください。（１小課題（最小単位の課題）は、原則として１機関で分担す

る体制としてください。）。 

※ 研究推進会議等に出席するのみで研究を実施しない年度には、矢印を引かないでく

ださい。 

※ 様式１ 研究計画調書の「研究組織（研究統括者及び研究分担者）」の内容との整

合性に注意して記載してください。 
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研 究 項 目 研究者氏名 所属機関・部署・役職名 
研究期間 

年度 年度 年度 
研究統括者 

 

 

１．○○における△△の確立 

 (1)・・・・・・の解析 

 (2)・・・・・・の開発 

 

 (3)・・・・・・の試作 

 

 

２．○○における△△の開発 

 

 (1)・・・・・・の解明 

 (2)・・・・・・の開発 

 (3)・・・・・・の解析 

 

◎・・・・ 

 

 

○・・・・ 

△・・・・ 

△・・・・ 

 

△・・・・ 

 

 

○・・・・ 

 

△・・・・ 

△・・・・ 

△・・・・ 

 

（独）○○機構○○研究センター 

○○研究室主席研究員 

 

○○大学○○部○○研究室教授 

○○大学○○部○○研究室助教 

○○県○○試験場○○支所 

○○室主任 

（独）○○機構○○研究所 

○○チーム主任 

 

（独）○○機構○○研究所 

○○チーム 

○○大学○○部○○研究室教授 

○○株式会社○○チーム主査 

○○大学○○部○○研究室教授 

   

 

 
（３）研究項目ごとの研究内容及び中間時の進捗状況 

※ 研究課題を細分化した中課題ごとに又は中課題を更に細分化した小課題ごとに具体

的な研究内容（試料・材料、対象、調査・分析手法等の詳細）及び課題間の関係につ

いて記載してください。 

※ 中課題順に１．、２．、・・、小課題順に（１）、（２）、・・と番号を付してく

ださい。 

（「Ⅰ－１．研究目的」及び「Ⅰ－１．（３）本研究における最終目標及び技術的

課題」に対応した内容となるよう留意し、かつ「Ⅱ－２－（５）．研究課題及び研

究項目ごとの研究費見込額」で要求している内容が読み取れるような内容としてくださ

い。） 
※ 中間時までの研究内容及び進捗状況を、最終目標までの研究内容を記載してくださ 

い。 
※ 中間時については、研究実施期間が３年の研究課題のみ、２年目の１月末時点での 

進捗目標を、研究の最終目標を 100％とした場合の進捗状況を具体的に数値（％）で 
記載してください。 

※ 中間時の目標が複数ある場合は、目標ごとに記載してください。 
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（記載例） 

１．○○における△△の確立（中課題１） 

 本中課題においては、・・・・・・・・・・・・・・・・・について研究を 

実施し、・・・・・・・・・・・・・を確立することを目標とする。 

このため、中間時までに・・・・・・・・・を実施し、・・・・・・をするこ 

とを目標とする。            （中間時の進捗目標値 ５０％） 

（１）・・・・・・の解析（小課題１） 

本小課題においては、・・・・・・を用いて・・・・・の解析を実施し、 

・・・・・・・なデータを収集する。解析結果を小課題（２）に提供する。 

   具体的には、 

１年目は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を実施する。 

２年目は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を実施する。 

３年目は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を実施する。 

（２）・・・・・・の開発（小課題２） 

   本小課題においては、・・・・・・・・ 

（３）・・・・・・の試作（小課題３） 

本小課題においては、・・・・・・・・ 
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（４）研究課題及び研究項目ごとの研究費見込額

※ 研究課題の最小単位（中課題又は小課題）における各年度の所要見込額を参画研

究機関単位で記載してください。参画機関別の所要見込額の合計額は、「様式１ 研

究計画調書」の各年度経費内訳の「研究グループ（コンソーシアム）代表機関」、

「研究グループ（コンソーシアム）」及び「研究組織（研究統括者及び研究分担者）」

に記載した経費の合計額と一致させてください。

※ 様式１ 研究計画調書の「研究組織（研究統括者及び研究分担者）」の内容との整

合性に注意して記載してください。 

研 究 項 目 研 究 機 関
所要経費（千円）

年度 年度 年度 
研究統括者 

１．○○における△△の 

確立 

(1)・・・・・・の解析

(2)・・・・・・の開発

(3)・・・・・・の試作

２．○○における△△の 

開発 

(1)・・・・・・の解明

(2)・・・・・・の開発

(3)・・・・・・の解析

（独）○○機構○○研究 

センター

○○大学○○部○○研究室

○○大学○○部○○研究室

○○県○○試験場○○支所

（独）○○機構○○研究所 

（独）○○機構○○研究所 

○○大学○○部○○研究室

○○株式会社

○○大学○○部○○研究室

００，０００ 

００，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

００，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

００，０００ 

００，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

００，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

００，０００ 

００，０００ 

０，０００

０，０００

０，０００

００，０００ 

０，０００

０，０００

０，０００
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Ⅲ．有効性について 

 

 

 

３．農林水産業・食品産業や社会・経済への貢献 

（１）期待される波及効果 

※ 技術開発等により、農林水産業・食品産業の発展に期待される効果について、過去

の地域に対する技術導入経緯や実績から見た今後の将来性、当該技術が他の地域へ波

及する可能性、異分野等への知的貢献を含めた波及効果、政策の立案・推進上の効果

、新産業が創出される可能性と経済効果等も含めて、可能な限り数値を用いて記載し

てください。 

 

 

 

 

（２）研究成果により期待されるマクロ的な経済効果 

※ 研究成果を生産現場等へ導入した場合の技術の代替効果、付加価値の付与等のマク

ロ的な経済的効果について、可能な限り定量的（試算で可）に記載するとともに、そ

の算出根拠についても具体的に記載してください。 

 

 

 

 

（３）国民生活への貢献 

※ 研究成果が国民生活にどのように貢献できるのかを具体的に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本欄には、提案課題に創出された研究成果が、農林水産業・食品産業や社会・経済への貢献、創出される研究成果の波

及効果及び行政施策にどのような効果をもたらすかについて項目別に記述して下さい。 
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Ⅳ．研究業績（研究者情報） 

 

４ 研究業績（研究者情報） 

※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。 

本欄には、研究統括者及び研究分担者がこれまでに発表した論文、著書、産業財産権（特許出願番号等）、招待

講演のうち、本研究に関連する重要なものをresearchmapからコピーする方法により、現在から順に発表年次を過去

にさかのぼって記入してください。また、researchmapの記載がない場合は以下の様式○にで記入してください。 

研究業績については、主に2013年以降の業績を中心に記入してください。ただし、それ以前の業績であっても、

本研究に深く関わるものやこれまでに発表した主要な論文等を記入しても構いません。 

なお、学術誌へ投稿中の論文を記入する場合は、掲載が決定しているものに限ります。 

 例えば発表論文の場合、論文名、著者名、掲載誌名、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入してく

ださい。以上の各項目が記入されていれば、項目の順序を入れ替えても構いません。著者名が多数にわたる場

合は、主な著者を数名記入し以下を省略（量略する場合、その員数と、掲載されている順番を○番目と記入）

しても可とします。なお、主任研究者には下線を付してください。 

 

参考 researchmap 操作マニュアル（業績をテキスト形式で表示する方法） 

https://researchmap.jp/manual/japanese/?%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E3%82%92%E3%83%8
6%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E3%81%A7%E8%A1
%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B 
 

（researchmap のテキスト出力をコピー&ペーストした例） 

Extracellular esterases of phylloplane yeast Pseudozyma antarctica induce defect on cuticle layer 
structure and water-holding ability of plant leaves 
Ueda Hirokazu, Mitsuhara Ichiro, Tabata Jun, Kugimiya Soichi, Watanabe Takashi, Suzuki Ken, 
Yoshida Shigenobu, Kitamoto Hiroko 
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 99(15) 6405-6415 2015 年 8 月 

 

A food-supply device for maintaining Cotesia vestalis, a larval parasitoid of the diamondback moth 
Plutella xylostella, in greenhouses 
Shimoda Takeshi, Mitsunaga Takayuki, Uefune Masayoshi, Abe Junichiro, Kugimiya Soichi, 
Nagasaka Koukichi, Sano Kota, Urano Satoru, Suzuki Yoshito, Yano Eizi, Takabayashi Junji 
BIOCONTROL 59(6) 681-688 2014 年 12 月 

 

Leaf beetle larvae, Plagiodera versicolora (Coleoptera: Chrysomelidae), show decreased 
performance on uninfested host plants exposed to airborne factors from plants infested by 
conspecific larvae 
Yoneya Kinuyo, Kugimiya Soichi, Takabayashi Junji 
Applied Entomology and Zoology 49(2) 249-253 2014 年 5 月 
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Parasitic wasp females are attracted to blends of host-induced plant volatiles: do qualitative and 
quantitative differences in the blend matter? 
Uefune M, Kugimiya S, Ozawa R, Takabayashi J 
F1000Research 2 57 2013 年 

 

Starvation and herbivore-induced plant volatiles affect the color preferences of parasitic wasps 
Uefune Masayoshi, Kugimiya Soichi, Shimoda Takeshi, Takabayashi Junji 
BioControl 58(2) 187-193 2013 年 4 月 

 

 

除草用酵素含有組成物及び有害植物の駆除方法 

特願 2012-288082    2012 年 12 月 28 日 

 

花の香り由来の天敵昆虫誘引成分およびその利用 

特願 2014-202159    2014 年 9 月 30 日 
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※ researchmap の記載がない場合は参考様式にで記入してください。

（参考様式） 

①研究統括者

研究統括者名 農林 太郎 

主な職歴と 

研 究 内 容 

西暦○○年～○○年 ○○大学○○学部助手 

西暦○○年～○○年 ○○大学○○学部助教授 

西暦○○年～○○年 ○○大学○○学部教授 

○○に関する研究に従事

○○○○の○○○栽培方法を開発（○○年）

※ 主な職歴と研究内容」は、職歴とこれまでの研究内容や商品・栽培法・新品種などの

開発や指針の作成事例を記載してください。 

②主な研究論文、著書及び特許の取得（研究統括者・研究分担者すべての者において

記載） 

※ 様式３ Ⅱ－２－（２）「研究者氏名」欄に記載した全ての研究者（研究統括者

を含む）について、その順にそって主な研究論文、著書及び特許（品種登録等）を

下記の記載例に従い記載してください。近年の重要なものを併せて５件以内で記載

してください。

※ 記載にあたっては、研究者一人当たり近年の重要なものを、in press のものから過

去にさかのぼって記載し、本研究課題に関係の大きいものについては、冒頭に◎印

をつけてください。

・雑誌の場合は、タイトル、著者名、学会誌名、巻（号）、ﾍﾟｰｼﾞ－ﾍﾟｰｼﾞ、発行年（西

暦） 

・書籍の場合は、タイトル、著者名、出版社名、発行年（西暦）

・特許の場合は、特許名、特許番号、取得又は出願年月日（西暦）の順に記載してく

ださい。

※ 民間企業・団体・農林漁業者については、申請課題の研究に関連する資格（例：

技術士、獣医師）、受賞歴、開発した製品実績等を記載しても可。

※ 論文・著書名の共著欄には全ての共著者を記載する。

※ 外国語論文の場合であっても、日本人の共著者については名前を日本語表記として

ください。

※ 本人及び研究分担者にはアンダーラインを付すこと。

※ 他の研究分担者の欄で前出された論文には、冒頭に「前出」と記載してください。 
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氏 名 学位 主な研究論文・著書・特許（近年の重要なものを５件以内） 

農林 太郎 

（研究統括者） 

博士 〈論文〉 

◎「○○○に関する研究」、農林太郎、水産次郎、畜産三郎

、○○学 会誌、1(1)、20-30(200○)

◎「Development of novel analysis method for ○○○○」農

林太郎、 Gaikokujin A., Gaikokujin B.Journal of Agriculture,
1 (1) 20-30(200○)

※外国語論文であっても、日本人の共著者の氏名は日本語

標記としてください。 

〈著書〉 

「○○の現状」、農林太郎、○○出版社（200○） 

〈特許〉 

「○○○の製造方法」、特願200○-○○○、出願200○年○月

○日

林業 花子 修士 特になし 

水産 次郎 学士 〈論文〉 

前出 ◎「○○○に関する研究」、農林太郎、水産次郎、

畜産三郎、 ○○学会誌、1(1)、20-30(200○)

（提案課題と関連があるものについては◎をつけること） 

（注）著者（共著者）に本人及び研究分担者が含まれる場合は名前にアンダーラインを付

すこと 
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５ 研究費の応募・受入等の状況・エフォート 

※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。

本応募課題の研究統括者及び研究分担者の応募時点における、（１）応募中の研究費、（２）受入予定の研究費

、（３）その他の活動について、次の点に留意し記入してください。なお、複数の研究費を記入する場合は、線を

引いて区別して記入してください。具体的な記載方法等については、研究計画調書作成・記入要領を確認してくだ

さい。

① 「エフォート」欄には、年間の全仕事時間を１００％とした場合、そのうち当該研究の実施等に必要となる時

間の配分率（％）を記入してください。

② 「応募中の研究費」欄の先頭には、本応募研究課題を記入してください。

③ 「(3)その他の活動」欄には、(1)応募中及び(2)受入予定の研究費による研究活動以外の職務として行う研究活

動や教育活動等のエフォートを記入してください。

④ 下記(1)、(2)、(3)のエフォートの合計は100％にしてください。

⑤ 必要に応じて行を挿入してください。また、不要な行は削除してください。

＜研究統括者＞ 

（１）応募中の研究費 

資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名）

研究課題名

（研究統括者氏名）

役割(代

表・分担

の別) 

平成29年

度の研究

経費

(期間全体の額)
(千円) 

エフ

ォー

ト(%

)

研究内容の相違点及び他

の研究費に加えて本応募

研究課題に応募する理由

【本応募研究課題】 

（H  ～H  ） 

代表 

（ ） （総額 　千円）

（ ） （総額 　千円）

（２）受入予定の研究費 

資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名）

研究課題名

（研究統括者氏名）

役割(代

表・分担

の別) 

平成29年

度の研究

経費

(期間全体の額)
(千円) 

エフ

ォー

ト(%

)

研究内容の相違点及び他

の研究費に加えて本応募

研究課題に応募する理由
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（ ） （総額 　千円）

（ ） （総額 　千円）

エフォート： ％ （３）その他の活動

＜研究分担者＞ 

（１）応募中の研究費 

資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名）

研究課題名

（研究分担者氏名）

役割(代

表・分担

の別) 

平成29年

度の研究

経費

(期間全体の額)
(千円) 

エフ

ォー

ト(%

)

研究内容の相違点及び他

の研究費に加えて本応募

研究課題に応募する理由

【本応募研究課題】 

（H  ～H  ） 

代表 

（ ） （総額 　千円）

（ ） （総額 　千円）

（２）受入予定の研究費 

資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名）

研究課題名

（研究分担者氏名）

役割(代

表・分担

の別) 

平成29年

度の研究

経費

(期間全体の額)

エフ

ォー

ト(%

)

研究内容の相違点及び他

の研究費に加えて本応募

研究課題に応募する理由
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(千円) 

（ ） （総額 　千円）

（ ） （総額 　千円）

（３）その他の活動 エフォート： ％ 
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６ これまでに受けた研究費とその成果等 
※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。

本欄には、研究統括者及び研究分担者がこれまでに受けた研究費（所属研究機関より措置された研究費、府省・地方

公共団体・研究助成法人・民間企業等からの研究費等。なお、現在受けている研究費も含む。）による研究

成果等のうち、本研究の立案に生かされているものを選定し、次の点に留意し記述してください。

（１）研究統括者及び研究分担者ごとの状況

※ 様式３（Ⅱ－２－（２）「研究者氏名」欄に記載した小課題責任者以上の者について、

以下に該当する場合は、該当者ごとに状況を記載願います。

 

＜研究統括者＞※ 

資金制度名： 

期間（年度）：  年度～ 年度 

研究課題名： 

研究統括者又は研究分担者の別： 

研究経費：  千円 

研究成果： 

中間評価結果： 

事後評価結果： 

（注意事項） 

※１ 当該様式のタイトル、金額の単位等は、各府省所管制度の実施要領等に基づく。

※２ 各種項目は当該資金制度に応じて適宜読み替えるものとする。

※３ 研究分担者等は人数に応じて適宜記入欄を追加する。
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〇　それぞれの研究費毎に、資金制度名、期間（年度）、研究課題名、研究統括者又は研究分担者の別、

　研究経費（直接経費）を記入の上、研究成果及び中間・事後評価（当該研究費の配分機関が行うものに

　限る。）結果を簡潔に記述してください。



＜研究分担者＞※ 

資金制度名： 

期間（年度）：  年度～ 年度 

研究課題名： 

研究統括者又は研究分担者の別： 

研究経費：  千円 

研究成果： 

中間評価結果： 

事後評価結果： 

（注意事項） 

※１ 当該様式のタイトル、金額の単位等は、各府省所管制度の実施要領等に基づく。

※２ 各種項目は当該資金制度に応じて適宜読み替えるものとする。

※３ 研究分担者等は人数に応じて適宜記入欄を追加する。
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（２）本研究課題に関連する既往の研究成果 

① 既往研究成果の概要 

※ 競争相手である他の研究者に対して提案者（又はチーム）が有する優位性（提

案者が有する基本的手法、材料等）を記載するとともに、本提案課題の特色を明

確に記載してください。 

※ 「Ⅱ－２－（３）研究項目ごとの研究内容及び中間時の進捗状況」を達成する

上で、研究シーズとなる知見、技術等の蓄積状況を明確にする観点から、研究に

参画する研究機関において、これまでに得られた本提案課題に関連する既往の成

果を記載してください。 

※ 他府省を含む競争的資金に係る研究成果を活用している場合は、必ず記載して 

  ください。 

※ それらの成果と関連する特許権等を既に出願または取得している場合、成果の

あとに括弧書きで②の先行特許等に対応する番号等を記載してください。 

 

（記載例） 

① ○○解析技術（特許①） 

本研究の基盤となるデータを収集する技術をすでに開発し、特許

出願している。本技術を用いることにより、データの収集効率が上

がるだけでなく、データの解析精度を高めることができる。 

 

 

 

② 先行特許等（本研究と関連する特許権等を既に出願、取得している場合、その概要） 

※ 本研究と関連する特許権等を既に出願または取得している場合、その概要（発明

等の名称、出願番号、出願日、出願人（共同出願人）等）を併せて記載してくださ

い。 

 

 （記載例） 

   ・出願特許①「○○○に関する○○○を解析する方法」（特許000000） 

    平成○○年○○月○○日、株式会社○○ 

○○が分解する際に、大量に・・・・・される○○を取り除く

とこにより、高精度なデータを収集できる技術を開発し、○○

を解析する方法を確立した。 

 

 

 

（３）本研究グループ外の研究機関等が実施する本応募研究課題と直接関連する研究 

※ 応募提案課題の研究グループ以外の研究機関等が、応募提案課題の研究内容と直

接関連する研究を自己資金等で実施する場合、以下について、可能な限り記載して
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ください。 

※ 特許権等に絡むため、記載できない場合は、その旨を記載してください。該当が

無い場合は「無し」と記載してください。

① 共同研究相手先研究機関等の名称：

② 本研究グループとの関係性

③ 関連する研究の概要及び本研究課題との関係

④ 応募課題と並行して研究することにより期待される効果
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様式４－１（経理事務体制について）Ａ４用紙２枚以内・必須 

課 題 名 

代表機関名 
研究 

統括者名 

研究管理運
営機関名 

（※研究管理運営機関を設置する場合のみ記載） 研究管理運営
機関の責任者
名 

（※研究管理運営機関を

設置する場合のみ記載）

※経理責任者を置く機関（代表機関又は研究管理運営機関）の経理体制について記載して

ください。共同研究機関の経理体制は必要ありません。

１．区分経理処理が行える会計の仕組みについて 

（１）現在、区分経理処理が行える会計の仕組みが整備できていますか。

※どちらかに○を付してください。

・ 現在整備できている

・ 現在整備できていない

（２）その内容

※現在整備できていない機関にあっては、整備予定時期も記載してください。

（記載例）整備できている場合 

・現在使用している経理システムでは、予算コードを設定出来るため、本

委託事業に係る経費について、新たにコードを付与することによって区

分経理処理をすることが可能である。

・資金種別ごとに内訳簿を設ける会計の仕組みとなっているため、区分経

理処理をすることが可能である。

（記載例）整備できていない場合 

・現在使用している経理システムでは、区分経理に対応できないため、表

計算ソフトウェアを利用して、別途内訳表を作成する予定。

整備予定時期：採択決定時

・現在、受入経費ごとに帳簿を作成していないが、本委託事業を実施する

ことになった場合は、新たに本委託事業用の帳簿を備え、対応する予定

。

整備予定時期：契約締結時
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２．経理執行体制について 

（１）現在の経理体制・職務内容 

 

※ 下記はあくまでも例示であり、各項目について体制・職務内容が分かるものであれ

ば、この書式でなくても構いません。 

① 物品購入・役務発注 

 役職名等 職務内容 

経理執行責任者 経理課長 経理関係事務の総括。 

支払責任者 

 

 

経理係長 

 

 

発注先からの請求書と検収責任者からの検収報告

書を照合し、経理執行責任者の確認のうえ支払いを

行う。 

 

検収責任者 経理事務員Ａ 発注書に基づき検収を行い、検収報告書を作成する。 

発注責任者 

 

経理事務員

Ｂ 

 

発注依頼書に基づき発注書を作成し、経理執行責任

者の確認のうえ、業者へ発注する。 

発注依頼者 研究統括者 発注依頼書を作成する。 

  役職名等には個人名を記載しないでください。同じ役職名等で別の者の場合は、適宜

Ａ・などを付して、違う者であることを明確にしてください（以下、同じ）。 

 

② 旅費 

 

 

役職名等 

 

職務内容 

 

経理執行責任者 経理課長 経理関係事務の総括。 

支払責任者 

 

経理係長 

 

出張伺書、旅費計算書、必要に応じ領収書を照合し

、経理執行責任者の確認のうえ支払いを行う。 

旅費計算責任者 

 

経理事務員

Ｂ 

 

出張伺書、または出張報告書に基づき旅費計算書を

作成する。 

出張者 研究統括者 出張伺書、出張報告書を作成する。 

 

③ 人件費・賃金 

 役職名等 職務内容 

経理執行責任者 経理課長 経理関係事務の総括。 

支払責任者 

 

経理係長 

 

勤務時間管理報告書、給与・賃金計算を照合し、経

理執行責任者の確認のうえ支払いを行う。 

給与計算責任者 経理事務員 勤務時間管理報告書をもとに給与・賃金計算書を作
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Ａ 成する。 

勤務管理者 総務課長 該当者の勤務時間管理報告書を作成する。 

（２）内部牽制について

※ 上記１に基づき、内部牽制が担保できていることを記載してください。なお、担保

できていない場合は、できてない部分についての対応策及び対応予定時期も記載して

ください。 

「担保できている」・「担保できていない」の判断基準 

・発注者および各責任者が同一者で無い体制となっていること。

・外部との契約、および支出の際には経理執行責任者の確認を経た上で行う体制と

なっていること。

（記載例）担保できている場合 

上記１のとおり、物品購入・役務発注にあっては、発注責任者、検収

責任者、支払責任者を、旅費・人件費・賃金支払に当たっては、計算責

任者と支払責任者を別の者としており、また、外部との契約、および支

出の際には、経理執行責任者の確認のうえ行うこととしていることから

、内部牽制は担保されている。 

（記載例）担保できていない場合 

物品購入・役務発注について、現状、検収責任者と支払責任者が同一

者となっているが、委託契約締結時において、検収責任者を雇用し、各

責任者が同一者とならないよう配置する予定である。なお、旅費・人件

費・賃金支払に当たっては、計算責任者と支払責任者を別の者としてお

り、また、外部との契約、および支出の際には、経理執行責任者の確認

のうえ行うこととしていることから、委託契約締結時において、内部牽

制は担保される予定である。 
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様式４－２（参画機関の知的財産への取組状況等）原則Ａ４用紙３枚以内・必須 

１ 参画機関の知的財産への取組についての評価 

参画機関の知的財産への取組について、審査において以下のとおり評価を実施します。 

① 各参画機関における知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針の策定及び各

参画機関における知的財産部門や担当官等による管理体制が構築されている場合は、

５ポイント 

② 各参画機関における知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針又は、各参画機

関における知的財産部門や担当官等による管理体制のどちらが策定又は構築されて

いる場合は、３ポイント 

③ 各参画機関における知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針及び各参画機関

における知的財産部門や担当官等による管理体制のどちらも策定及び構築されていな

い場合は、０ポイント 

２ 各参画機関における、知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針の有無 

※ 当該項目については、各参画機関が知的財産の管理に関する方針等を定め、そ

の方針等に基づいて知的財産の管理を行っているかを確認させていただくものな

ので、各参画機関の知的財産の管理に関する方針等を定めている場合は、○印を

記入し、内容について記載してください。

なお、普及・実用化のみを実施する機関については、実際に研究開発を行わな

いことから記載は不要とします。 

管理方針 

の有無 

知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針の内容 

（記載例） 

○ 

（記載例） 

参画機関○○「有」：○○知的財産方針 

参画機関○○「有」：知的財産に関する基本方針 

参画機関○○「無」 

２ 各参画機関における知的財産部門や担当官等による管理体制の有無 

※ 当該項目については、各参画機関における知的財産の管理体制について確認さ

せていただくものなので、各参画機関の知的財産の管理体制を定めている場合は、

○印を記入し、内容について記載してください。

なお、普及・実用化のみを実施する機関については、実際に研究開発を行わな

いことから記載は不要とします。
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管理体制の有無 （記載例） ○ 

管理体制の内容 （記載例１） 

参画機関○○「有」 

知的財産全般の管理を行う知的財産部を設置し、担当

○名により管理

参画機関○○「有」 

○○課に知的財産の管理等を行う者を配置

参画機関○○「有」 

○○長が一括管理（適宜、外部弁理士等に相談）

参画機関○○「無」 

（記載例２） 

３ 知的財産の実施許諾 

○ 研究成果による知的財産を活用した企業化を一層促進する観点から、知的財産の取得

後、広く実施許諾できるようにする方針があれば記載してください。 

（記載例） 

本事業で得られた研究成果のうち、○○○を用いた○○○技術については特許化を

行うが、本技術を各産地で広く普及させるために知的財産の取得後５年後を目途に広

く実施許諾できるようにする予定である。 

研究グループの構成員として参画している研究機関が、当知的財産の実施許諾を確認

し、同意している場合は、以下の様式に○を記入してください。 

当知的財産の実施許諾は、研究グループの構成員とし

て参画している研究機関に内容を確認していただき、

同意を得ています。 
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様式５－１（研究管理運営機関を活用する理由書）Ａ４用紙１枚以内・該当研究課題のみ提出 

課 題 名 

 

 

 
代表機関名 

 
 

 

 
 

研究統括者

名 
 

 

 
 

研究管理運
営機関名 

 

 
 
 

研究管理運営
機関の責任者
名 

 
 
 

本事業では、生研支援センターが必要と認めた場合に限り、研究統括者が所属する研究

機関等（研究グループで応募する場合は代表機関）とは別に、生研支援センターとの委託

契約業務や経理執行業務を担う機関（以下「研究管理運営機関」という。）を設置できる

ものとします。 

 

［研究運営管理機関を設置できる場合］ 

・地方公共団体において、研究の実施に当たって事前に予算措置を要する等の特殊

性を考慮し、地方公共団体に所属する研究者が研究統括者となる場合であって、

かつ、地方公共団体に経理責任者を配置することが困難と認められる場合 

・研究統括者が中小企業等に所属している、又は研究グループに多数の中小企業等

が参画しており、国との委託契約の実績がほとんど無いため、委託契約の締結が

著しく遅延すると認められる場合 

 

   これは、特例措置であることから、本様式に、代表機関が国と委託契約を締結すること

が困難な理由を明確に記載してください。 

  また、本様式を提出するにあたっては、必ず都道府県又は中小企業等の財政担当部長

等の了承を得るとともに、財政部局担当者の連絡先（担当者氏名、所属部署、役職、電

話番号及び E-mail アドレス）を記載してください。 

 なお、課題が採択された場合は、別途、代表機関の財政部長等の公印を押印したもの

提出していただくことを予定しております。 

 

平成○○年○○月○○日 

代表機関の財政担当責任者 

担当者の連絡先 

担当者氏名  

所 属 部 署  

役   職  

電話番号・FA
X 

 

 

E-mail  

（注）課題が採択された場合、代表機関の財政担当責任者の公印を押印したものを速やか

に提出していただきます。 
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様式５－２（研究支援者の情報等）Ａ４用紙２枚以内・該当研究課題のみ提出 

（１） 研究支援者の情報  

 

氏名 ○○ ○○（ふりがな） 年齢 ○歳 

所属・役職 

 

公益社団法人○○○○ ○○支援コーディネーター 

○○機構 ○○マッチングプランナー 

国との関係 

 

農林水産省産学連携支援事業コーディネーター 

JST○○コーディネータ 

 ※所属・役職については、役職の括弧書きに、主体となる機関名を記載してください。 

 ※国との関係は、国で行っている事業等において支援を行っているものについて記載し

てください。 

 

（２） 経歴 

○年3月、○○機関において、○○に従事 

○年6月、○会社と○法人○○と商品開発のマッチングを実施し、開発された商品が○

年3月より販売開始 

・・・ 

 

 

 ※これまで従事した業務や、コーディネート・マッチングした実績やマッチング等によ

って研究成果を活用した製品が開発され上市された実績等を具体的に 10 事例以内で

記載してください。 
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様式５－３（研究ネットワークから立ち上げられた研究コンソーシアムによる応募）該当

研究課題のみ提出 

平成28年度補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」のうち「研究ネットワーク形成

事業」で採択された研究ネットワークから立ち上げられた研究コンソーシアムによる応募

の場合は、以下の様式に記載してください。 

※ 当事業に応募している研究コンソーシアムについてではなく、研究コンソーシアム

の母体となる研究ネットワークについて記載していただくよう、ご注意ください。 

（１）研究ネットワークの名称、対象及び主な目標

【名称】（例）○○地方水田作ネットワーク

【対象】（例）水田作

【主な目標】（例）水田作を主な対象としている農業経営体の所得２割増 

（２）研究ネットワークの中核となる拠点機関の概要

機関名 （例）○○大学 

事務局 （例）○○大学農学部 

事務局代表者 

（役職・氏名） 

（例）○○大学農学部○○学科教授 ××（●●研究室） 

住所 （例）〒 ○○県△△市・・・

連絡先 （例）電話番号：・・－・・－・・・・

E-mail：・・・@・・・

（３）構成機関及び実績等

構成員名称 

（代表者所属・役職・氏名） 

構成員が得意とする技術開発分野 

（担当研究者所属・氏名） 

（例）○○大学

（農学部○○学科●●研究室教

授××）

（例）データ分析による遠隔地からのほ場状況判断（

●●研究室××） 
画像分析による生育・病害状態把握（△△研究室××

））

遠隔地からの通信情報の伝送（□□研究室◆◆）

（例）■■県農業試験場

（××部□□研究室△△研究員） 
（例）ICT・AI技術のほ場配置・実証試験 
（△△研究員）

（例）××会社

（・・課主任担当者△△）

（例）ICT・AI機器の開発 
（△△）

（例）○○農園（農） （例）農業現場視点からのアドバイス

実証研究の実施

※農林漁業経営体については、名称の後に「（農）」もしくは「（林）」もしくは「（漁

）」と記載してください。 
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（４）拠点機関の承認 

研究ネットワークの拠点機関が責任を持って、当地域戦略・研究計画の提案を承認

できる場合（拠点機関が当地域戦略・研究計画を提案する場合を含む。）は、以下の

様式に○を記入してください。 

当該研究ネットワークの拠点機関は、当地域戦略・研究計

画の提案について承認しています。  
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 別紙４ 

（提出に当たり、本ページは削除してください。） 

【応用研究ステージ】

応募様式（研究課題提案書）

（記載事例及び留意事項を含む）

○ 所定の様式（Word）を用い、様式の改変は絶対に行わないでくだ

さい。 

○ 文字数に制限がある項目は字数を厳守してください。制限の無い

項目においても、ページ数が過多にならないよう、簡潔明瞭で理解

しやすい記載を心がけてください。 

○ 特段の指摘が無い限り文字数に制限はありませんが、読みやすい記

述に心がけてください。 

○ 該当しない様式は、削除して提出してください。

○ 原則、明朝体で記載してください。

なお、本資料の青文字及び不要なページ等を削除して、研究課題提案

書として提出してください。作成した様式は、府省共通究管理システム

（e-Rad）に必要事項を入力後、忘れずにアップロードしてください。 

（提出に当たり、本ページは削除してください。） 
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（提出に当たり、本ページは削除してください。） 
 

○ 研究課題提案書は、以下の構成となっております。 

【必須】となっている様式は必ず提出すること。 

【該当研究課題のみ】となっている様式は該当研究課題のみ提出すること。 

応用研究ステージ［研究区分共通］ 

・様式１ 研究計画調書 【必須】 

   

・様式２－１ 研究課題概要図 【必須】 

・様式２－２ 研究課題のポイント 【必須】 

・様式２－３ 共同研究グループの構成 【必須】 

・様式２－４ 

 

「知」の集積と活用の場 研究開

発プラットフォームの概要 

【該当研究課題のみ】 

 

   

・様式３ 研究課題内容 【必須】 

   

・様式４－１ 経理事務体制について 【必須】 

・様式４－２ 参画機関の知的財産への取組状況等 【必須】 

   

・様式５－１ 研究管理運営機関を活用する理由書 【該当研究課題のみ】 

・様式５－２ 研究支援者の情報等 【該当研究課題のみ】 

・様式５－３ 

 

研究ネットワークから立ち上げら

れた研究コンソーシアムによる応募 

【該当研究課題のみ】 

 

 
○ 研究課題提案書作成に当たっては、様式内に青文字で記載している「記載事例及び留

意事項」に沿って作成を御願いします。 

○ 本事業への応募は全て「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」で行います。必要な

様式を全て e-Rad システムにて提出すること。（e-Rad システムの詳細は公募要領の「別

紙１」をご参照願います。） 

 
（提出に当たり、本ページは削除してください。） 
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【応用研究ステージ 応募様式】 

様式１ 研究計画調書  

受付番号 区 分 

該当に

○を

つける 

備 考 

研究委託費 研究実施期

間 

（記載不要）

「知」の集積と活用の場以外

からの提案 

３千万円以内/年 ３年以内 

「知」の集積と活用の場からの

提案  

５千万円以内/年 ３年以内 

研究課題名 

研究種目等 

研究期間 年度 ～ 年度（ 年間） 

分 野 

分 科 

細 目 

細目表 

キーワード 

細目表以外

の 

キーワード 

研究統括者 

氏名 

（フリガナ）

（漢字等） 

所属研究機

関 

住所 〒 

電話番号 ＦＡＸ 

E-mail
部局 

職名 

経理事務 

担当者氏名 

経理担当部

局名・連絡先

等 

電話番号： FAX番号： 

E-mailアドレス： 
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業務概要 

注１ 

資本金 

注２ 

従業員数 

注３ 

研究管理運営責任者 

氏名 注４ 

（フリガナ）

（漢字等） 

所属研究機

関 

住所 〒 

電話番号 ＦＡＸ 

E-mail
部局 

職名 

経理事務 

担当者氏名 

経理担当部

局名・連絡先

等 

電話番号： FAX番号： 

E-mailアドレス： 

業務概要 

注１ 

資本金 

注２ 

従業員数 

注３ 

研究分担者 

氏名 注５ 

（フリガナ）

（漢字等） 

所属研究機

関 

住所 〒 

電話番号 ＦＡＸ 

E-mail
部局 

職名 

経理事務 

担当者氏名 

経理担当部

局名・連絡先

等 

電話番号： FAX番号： 

E-mailアドレス： 

業務概要 

注１ 

資本金 

注２ 

従業員数 

注３ 

普及・実用化支援担当者 

氏名 注５ 

（フリガナ） 

（漢字等） 
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所属研究機

関 

住所 〒 

電話番号 ＦＡＸ 

E-mail
部局 

職名 

経理事務 

担当者氏名 

経理担当部

局名・連絡先

等 

電話番号： FAX番号： 

E-mailアドレス： 

業務概要 

注１ 

資本金 

注２ 

従業員数 

注３ 

※ 本研究課題に参画する研究代表機関及びすべての共同研究機関について、契約単位の

組織名ではなく、実際に研究を実施する支所、支店、学部等ごとに記載してください。 

※ 各項目には応募時点のものを記載としますが、今後の機関名の変更や市町村合併等に

よる所在地の変更、代表者の変更等が既に決まっているものがあれば、その変更時期及

び内容を記載してください。 

※ 電話番号、FAX 番号及び e-mail アドレスは半角文字で記載してください。

注１ 本研究課題を実施するにあたってのこれまでの実績、研究施設の整備状況等、本研

究課題を実施する機関として適切であるかどうか判断できる内容としてください。 

注２ 民間企業、農業法人及び公益・一般法人のみ記載し、公益・一般法人にあっては、

基本財産の額を記載してください。 

注３ 民間企業、農業法人及び研究管理運営機関のみ記載してください。 

注４ 研究管理運営機関を活用する場合のみ記載してください（活用しない場合は削除）。 

注５ 共同研究機関等の参画数に合わせて欄を追加してください。

注６ ３頁表の「研究種目」は記載する必要はありません。また、「分野」、「分科」、

「細目」、「細目表キーワード」、「細目表以外のキーワード」については、日本学

術振興会の下記のホームページに掲載されている「平成２９年度科学研究費助成事業 

系・分野・分科・細目表」から、該当するコード番号等を記載して下さい。 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/02_koubo/saimoku.html
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各年度別経費内訳 

※ 別紙「Ⅴ．各研究機関等の研究費の詳細見込額の記載事項」を参考に記載してくださ

い。 

＜研究グループ（コンソーシアム）全体分＞ 

（１） 各年度別経費内訳（単位：千円）

大項目 中項目 年度 年度 年度 計 

直 

接 

経 

費 

1.物品費 設備備品費 

消耗品費 

2.旅 費 旅 費 

3.人件費

・謝金

人件費 

謝金 

4.その他 外注費 

その他 

消費税相当額 

間接経費 

（上記経費の30%以内） 

合 計 

※１ 「府省共通経費取扱区分表」の項目毎に記載してください。

※２ 参画する全ての共同研究機関の経費（直接経費・間接経費）を合計した金額を記

載して下さい。 
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＜研究グループ（コンソーシアム）研究代表機関：   ＞ 

（１）各年度別経費内訳（単位：千円） 

 

大項目 中項目 年度 年度 年度 計 

 

直 

接 

経 

費 

 

 

1.物品費 

 

設備備品費     

消耗品費     

2.旅 費 旅 費     

3.人件費 

 ・謝金 

人件費     

謝金     

4.その他 

 

外注費     

その他     

消費税相当額     

間接経費 

（上記経費の30%以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計     

※ 「府省共通経費取扱区分表」の項目毎に記載してください。 

 
 

（２）設備備品費の内訳（単位：千円） 

設備備品名 

(ﾒｰｶｰ名・規格等を併記) 

数量 

(単位) 

単価 

 

金 額 

 

使用目的及び必要性 

 

設置部署 

 

(  年度) 

○○分析機器 

（メーカー名･型番） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ （１）各年度別経費内訳表の「１．物品費のうち設備備品費」欄に計上した設備備

品費の内訳を記載してください。 

※２ 設備備品費は、原則、初年度に計上してください。 

また、計上していない設備備品の購入は、原則、認められません。 

※３ 汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は当該研究に必要な理由を添付して

ください。なお、原則、レンタル・リースでの導入になります。 

※４ 100 万円以上の高額な備品については、リースを検討してください。なお、１年間

のリース料が 100 万円を超える場合は、「（４）雑役務費の内訳」に記載してくださ

い。 
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（３）人件費の内訳（単位：千円） 

         
 

人数 

 

 期間 

(月) 

 金 額 

 

       業務内容 

 

配属先 

 

(  年度) 

ポストドクター 

 

５ 

 

 

８ 

 

 

○○ 

 

 

１（１）・・・・を担当 

２（３）・・・・ 

 

○○大

学 

○○社 

実験補助者  

 

３ 

 

７ 

 

○○ 

 

２（２）・・・・ 

 

○○研

究所 

(  年度) 

・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 複数の使用を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。 

 

（４）雑役務費（１件当たり 100 万円以上）の内訳（単位：千円） 

      件名 

 

数量 

(単位) 

 単価 

 

金 額 

 

  使用目的及び必要性 

 

設置部署 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ １件当たり 100 万円以上の雑役務（試作品作成・データ分析・賃貸借 等）を計画

している場合に記載してください。 

※２ ３件以上を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。 
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（５）試作品の内訳（単位：千円） 

    試作品名 

（仕様等を併記） 

数量 

(単位) 

単価 

 

金 額 

 

使用目的及び必要性 

 

設置部署 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「物品費」または「その他」の所要額のうち、試作品を予定する場合は記載してくださ

い。 

（注１）委託費の内訳は、「府省共通経費取扱区分表」に従って記載してください。 

（注２）各所要額は、消費税（８％）込みで記載してください。 

（注３）外国旅費は原則認めておりません。なお、外国での研究等が不可欠な場合には、

どのような研究をどこの国で行う必要があるのか、「Ⅱ－２－（５）研究課題及び

研究項目ごとの研究費見込額」に具体的に記載してください。その際は、欄外に外

国旅費の見積額を記載してください（記載例 2017 年度外国旅費○○○千円）。 

（注４）消費税相当額は、消費税課税事業者のみ消費税相当額を計上し、直接経費のうち

非課税取引・不課税取引・免税取引に係る８％に相当する額を計上してください。

具体的には、「３．人件費・謝金」の８％に相当する額を計上してください（人件

費のうち派遣業者からの派遣研究員に係る経費は課税対象経費のため対象外）。ま

た、「人件費・謝金」以外に非課税・不課税・免税取引を予定する場合は、把握で

きる範囲で計上してください。 

地方公共団体・免税事業者の非課税団体等については計上できません（所要額欄

に「－」を記載する）。 

（注５）間接経費は、直接経費の３０％に相当する額以内で計上してください。 
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＜研究管理運営機関分：   ＞ 

※研究を実施しない研究管理運営機関の場合は、以下の表を作成してください。該当しな

い場合は削除してください。 

（１）各年度別経費内訳（単位：千円） 

 

大項目 中項目 年度 年度 年度 計 

 

直 

接 

経 

費 

 

 

1.物品費 

 

設備備品費     

消耗品費     

2.旅 費 旅 費     

3.人件費 

 ・謝金 

人件費     

謝金     

4.その他 

 

外注費     

その他     

消費税相当額     

一般管理費 

（上記経費の15%以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計     

※ 「府省共通経費取扱区分表の項目毎」に記載してください。 

 

 

（２）設備備品費の内訳                       （単位：千円） 

    設備備品名 

(ﾒｰｶｰ名・規格等を併記) 

数量 

(単位) 

 単価 

 

金 額 

 

  使用目的及び必要性 

 

設置部署 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ （１）各年度別経費内訳表の「１．物品費のうち設備備品費」欄に計上した設備備

品費の内訳を記載してください。 

※２ 設備備品費は、原則、初年度に計上してください。 

また、計上していない設備備品の購入は、原則、認められません。 

※３ 汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は当該研究に必要な理由を添付して

ください。なお、原則、レンタル・リースでの導入になります。 

※４ 100 万円以上の高額な備品については、リースを検討してください。なお、１年間

のリース料が 100 万円を超える場合は、「（４）雑役務費の内訳」に記載してくださ

い。 
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（３）人件費の内訳                      （単位：千円） 

        
 

人数 

 

 期間 

 (月)   

金 額 

 

       業務内容 

 

  配属先 

 

(  年度) 

ポストドクタ

ー 

５ 

 

 

８ 

 

 

○○ 

 

 

１（１）・・・・を担当 

２（３）・・・・ 

 

○○大学 

○○社 

 

実験補助者  ３ ７ ○○ ２（２）・・・・ ○○研究所 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 複数の使用を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。 

 

（４）雑役務費（１件当たり100万円以上）の内訳           （単位：千円） 

件名 

 

数量 

(単位) 

単価 

 

金 額 

 

使用目的及び必要性 

 

設置部署 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ １件当たり 100 万円以上の雑役務（試作品作成・データ分析・賃貸借 等）を計画

している場合に記載してください。 

※２ ３件以上を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。 

 

（注１）研究コンソーシアムの経理に責任を持つ経理執行機関（研究管理運営機関）と、

研究統括者を配置する代表機関とを区分することができます。研究管理運営機関に

ついて、直接研究者を配置しない機関（産業振興系の財団や会計事務所等）を含め

ることを可能とし、活動費は直接経費で工面することが可能です。 

（注２）委託費の内訳は、「府省共通経費取扱区分表」に従って記載してください。 

（注３）各所要額は、消費税（８％）込みで記載してください。 

（注４）研究管理運営機関は外国旅費を計上できません。 

（注５）消費税相当額は、消費税課税事業者のみ消費税相当額を計上し、直接経費のうち
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非課税取引・不課税取引・免税取引に係る８％に相当する額を計上してください。

具体的には、「３．人件費・謝金」の８％に相当する額を計上してください（人件

費のうち派遣業者からの派遣研究員に係る経費は課税対象経費のため対象外）。ま

た、「人件費・謝金」以外に非課税・不課税・免税取引を予定する場合は、把握で

きる範囲で計上してください。 

地方公共団体・免税事業者の非課税団体等については計上できません（所要額欄

に「－」を記載する）。 

 

（注６）一般管理費は、直接経費の１５％を上回らない範囲で、必要額の計上が認められ

ます。 
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＜研究グループ（コンソーシアム）構成員：   ＞ 

※参画共同研究機関ごとにシートを作成してください。単独での応募の場合は削除してく

ださい。 

（１）各年度別経費内訳（単位：千円） 

 

大項目 中項目 年度 年度 年度 計 

 

直 

接 

経 

費 

 

 

1.物品費 

 

設備備品費     

消耗品費     

2.旅 費 旅 費     

3.人件費 

 ・謝金 

人件費     

謝金     

4.その他 

 

外注費     

その他     

消費税相当額     

間接経費 

（上記経費の30%以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計     

※ 「府省共通経費取扱区分表」の項目毎に記載してください。 

 

 

（２）設備備品費の内訳                      （単位：千円） 

設備備品名 

(ﾒｰｶｰ名・規格等を併記

) 

数量 

(単位) 

 

単価 

 

 

金 額 

 

 

使用目的及び必要性 

 

 

設置部署 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１（１）各年度別経費内訳表の「１．物品費のうち設備備品費」欄に計上した設備備

品費の内訳を記載してください。 

※２ 設備備品費は、原則、初年度に計上してください。 

また、計上していない設備備品の購入は、原則、認められません。 

※３ 汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は当該研究に必要な理由を添付し

てください。なお、原則、レンタル・リースでの導入になります。 

※４ 100 万円以上の高額な備品については、リースを検討してください。なお、１年間

のリース料が 100 万円を超える場合は、「（４）雑役務費の内訳」に記載してくだ

さい。 
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（３）人件費の内訳（単位：千円） 

人数 期間 

(月)

金 額 業務内容 配属先 

(  年度) 

ポストドクター 

５ ８ ○○ １（１）・・・・を担当 

２（３）・・・・ 

○○大

学 

○○社

実験補助者 ３ ７ ○○ ２（２）・・・・ ○○研

究所 

( 年度) 

( 年度) 

( 年度) 

※ 複数の使用を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。

（４）雑役務費（１件当たり100万円以上）の内訳（単位：千円） 

件名 数量 

(単位)

単価 金 額 使用目的及び必要性 設置部署 

( 年度) 

( 年度) 

( 年度) 

※１ １件当たり 100 万円以上の雑役務（試作品作成・データ分析・賃貸借 等）を計

画している場合に記載してください。 

※２ ３件以上を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。

（５）試作品の内訳（単位：千円） 

試作品名 

（仕様等を併記） 

数量 

(単位)

単価 金 額 使用目的及び必要性 設置部署 

( 年度) 

( 年度) 
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(  年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「物品費」または「その他」の所要額のうち、試作品を予定する場合は記載してくだ

さい。 

 

（注１）委託費の内訳は、「府省共通経費取扱区分表」に従って記載してください。 

（注２）各所要額は、消費税（８％）込みで記載してください。 

（注３）外国旅費は原則認めておりません。なお、外国での研究等が不可欠な場合には、

どのような研究をどこの国で行う必要があるのか、「Ⅱ－２－（５）研究課題及び

研究項目ごとの研究費見込額」に具体的に記載してください。その際は、欄外に外

国旅費の見積額を記載してください（記載例 2017 年度外国旅費○○○千円）。 

（注４）消費税相当額は、消費税課税事業者のみ消費税相当額を計上し、直接経費のうち

非課税取引・不課税取引・免税取引に係る８％に相当する額を計上してください。

具体的には、「３．人件費・謝金」の８％に相当する額を計上してください（人件

費のうち派遣業者からの派遣研究員に係る経費は課税対象経費のため対象外）。ま

た、「人件費・謝金」以外に非課税・不課税・免税取引を予定する場合は、把握で

きる範囲で計上してください。 

なお、地方公共団体・免税事業者の非課税団体等については計上できません（所

要額欄に「－」を記載する）。 

（注５）間接経費は、直接経費の３０％に相当する額以内で計上すること。 
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（別紙）Ⅴ．各研究機関等の研究費の詳細見込額の記載事項 

全体分、応募研究機関（又は代表機関）又は研究管理運営機関及び共同研究機関ご

とに研究終了年度までの研究予算の所要額及びその内訳を記載してください。 

 代表機関及び共同研究機関にあっては、①直接経費、②間接経費を計上できます。

ただし、研究を実施しない研究管理運営機関の場合は、間接経費を計上できませんが、

代わりに③一般管理費を計上できます。 

 なお、各項目の具体的な内容は、「府省共通経費取扱区分表等について」をご確認

ください。 

（１）各年度別経費内訳

① 直接経費（応募研究機関（又は代表機関）又は研究管理運営機関、共同研究機関と

も共通） 

 研究の遂行（研究管理運営機関の場合は、研究の管理・運営を含みます。）、研

究成果の取りまとめ、国民との科学・技術対話（アウトリーチ活動）及び普及支援

に直接必要とする経費。 

「１．物品費」、「（１．物品費のうち設備備品費）」、「２．旅費」、「３．

人件費・謝金」、「（３．人件費・謝金のうち人件費）」、「４．その他」、「（４．

その他のうち消費税相当額）」欄について、年度別の所要額を千円単位（消費税込

み）で記載してください。消費税は８％で計算してください。 

外国旅費は原則認めておりません。なお、外国での研究等不可欠な場合には、ど

のような研究をどこの国で行う必要があるのか、「Ⅱ－２－（５）研究課題及び研

究項目ごとの研究額見込額」に具体的に記載してください。その際は、欄外に外国

旅費の見積額を記載してください（記載例 2017 年度外国旅費○○○千円）。

なお、消費税相当額は、消費税課税事業者のみ消費税相当額を計上し、直接経費

のうち非課税取引・不課税取引・免税取引に係る８％に相当する額を記載してくだ

さい。具体的には、「３．人件費・謝金」の８％に相当する額を記載してください

（人件費のうち派遣業者からの派遣研究員に係る経費は課税対象経費のため対象

外）。また、「人件費・謝金」以外に非課税・不課税・免税取引を予定する場合は、

把握できる範囲で計上してください。なお、地方公共団体・免税事業者等の非課税

団体については、計上できません（所要額欄に「－」と記載する）。 

② 間接経費（応募研究機関（又は代表機関）、共同研究機関とも共通）

研究機関等が研究遂行に関連して間接的に必要とする経費であり、管理部門、研究

部門、その他関連事業部門に係る施設の維持運営経費等の実施を支えるための経費

であって、直接経費として充当すべきもの以外の経費です。

間接経費については、直接経費の 30％以下に当たる額を上限として計上してくだ

さい。 

なお、所要額については管理部門等とあらかじめよく相談の上、計上してくださ

い。 
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研究を実施しない研究管理運営機関の場合は、間接経費は計上できませんが、代わ

りに一般管理費を計上できます。 

③ 一般管理費（研究を実施しない研究管理運営機関のみ）

研究管理運営業務の遂行に直接関連していないが、当該業務推進のために必要な事

務費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務職員の人件費及び補助職員

賃金等であって、直接経費の 15％を上回らない範囲で必要額の計上が認められます。 

（２）設備備品費の内訳（応募研究機関（又は代表機関）又は研究管理運営機関、共同研究

機関とも共通） 

 「（１）の各年度別経費内訳（単位：千円）」の直接経費に記載した「（１．物品

費のうち設備備品費）」について、「設備備品名・メーカー名・規格等」、「数量・

単位」、「単価」、「金額」、「使用目的及び必要性」及び「設置部署」を個々の設

備備品ごとに記載してください。 

なお、原則、設備備品は初年度に計上してください。 

また、計上していない設備備品の購入は、原則、認められません。 

汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は当該研究に必要な理由を添付して

ください。 

なお、原則、レンタル・リースでの導入になります。 

100 万円以上の高額な備品については、リースを検討してください。なお、１年間の

リース料が 100 万円を超える場合は、「（４）雑役務費の内訳」に記載してください。 

（３）人件費の内訳（応募研究機関（又は代表機関）又は研究管理運営機関、共同研究機

関とも共通） 

研究 1 機関あたり、毎年度雇用予定のポストドクター、研究補助員等の人数及び経費を

記載してください。なお、区分については「府省共通経費取扱区分表」に基づき、記載し

てください。 

（４）雑役務費（１件当たり 100 万円以上）の内訳（単位：千円）（応募研究機関（又は

代表機関）又は研究管理運営機関、共同研究機関とも共通）

１件当たり 100 万円以上の雑役務（試作品作成・データ分析・賃貸借 等）を計画

している場合に記載してください。費目は「その他」となります。 

（５）試作品の内訳（応募研究機関（又は代表機関）、共同研究機関とも共通）

「物品費」または「その他」の所要額のうち、試作品を予定する場合は、その試作

品について、「試作品名・仕様等」、「数量・単位」、「単価」、「金額」、「使

用目的及び必要性」及び「設置部署」を個々の試作品ごとに記載してください。
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研究組織（研究統括者及び研究分担者） 

 

 

 

 

氏名（年齢） 

研究者番号 

 

所属研究機関 

部局・職名 

現在の専門 

学位（最終学歴） 

役割分担 

 

○○年度 

研究項目 

 

○○年度 

研究経費 

（千円） 

エフ

ォ 

ート 

（％） 

研

究

統

括

者 
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計 00名 ○○年度研究経費合計

※ 研究期間中の各年度について、様式をコピーして記載してください。

※ 研究項目には中課題及び小課題名を記載してください。

※ 中課題責任者には○、小課題責任者には△を該当する研究項目の前に記載してくださ

い。研究計画の遂行に関し、名目的に名前を連ねるなど、実質的な責任を負わない者は、

研究分担者として加えることができないので注意してください。 

※ エフォート（研究専従率）は、当該研究者の全仕事時間に占める本研究課題に充てる

時間の割合（小数点以下を四捨五入した整数値）を記載してください。
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様式２－１（研究課題概要図）Ａ４用紙１枚（縦・横いずれでも可）・必須 

課題名 

※ 留意事項

１．様式２－３（研究課題のポイント）の記載内容を踏まえ、研究課題の全体像が体

系的に分かるように、イラスト・写真・図表などを用いて、研究の目標と概要を中

心に、研究の背景や波及効果、農林水産業・食品産業への貢献を加味した平易で簡

潔なフロー図を作成してください。 

２．必ずＡ４用紙 1 枚にまとめてください。必要に応じて用紙を横長に使用しても構

いません。 

具備すべき項目 

〇研究の目的、達成目標 

〇研究内容の概要 

〇参画研究機関の役割と連携関係 

〇実用化されることによる波及効果、国民生活等への貢献 
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様式２－２（研究課題のポイント） 

本様式には、研究課題提案内容のポイントのなる事項を簡潔に記載していただきます。

そのため、様式３「研究課題内容」に掲載して頂く事項と齟齬が無いように記載してく

ださい。 

文字数制限は厳守して頂くとともに、分かりやすい表現を工夫してください。（文字

数をオーバーした場合は削除されます。）。 

また、「→p.○」には、各項目の詳細事項が記載されている「様式３」のページ番号

を記載してください。 

 

① 背景・目的 

 （→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

農林水産・食品分野等の生産現場等や行政施策推進上で解決が求められている問題

点など研究の背景・目的について、簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

※本項目に記載した内容は、採択後に公表する場合があります。 

 

② 研究の目標 

 （→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

本研究において、最終的に目標としている技術・成果を、具体的な数値を用いる等

により簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

 

③ 研究の概要 

 （→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

「②研究の目標」に到達するため、本研究課題で行おうとしている研究の概要に

ついて、簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

※本項目に記載した内容は、採択後に公表する場合があります。 

 

④ 関連する既往の研究成果 

 （→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

本研究課題に関連する既往の研究成果を、簡潔に２００文字以内厳守で記載してく

ださい。 

 

⑤ 成果普及の見込み 

 （→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

創出する技術・成果がどの程度普及する見込みであるか、簡潔に２００文字以内

厳守で記載してください。 
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⑥ 成果が普及することにより期待する経済効果

（→p.○） 

（200文字以内厳守） 

創出する技術・成果が普及した場合に期待される経済効果を、可能な限り数値を用

いて、簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

⑦ 成果が普及することよる国民生活への貢献

（→p.○）

（200文字以内厳守） 

創出する技術・成果が普及することにより、国民生活にどのように貢献できるの

か、簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

※本項目に記載した内容は、採択後に公表する場合があります。
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様式２－３（共同研究グループの構成） 

※本様式では、どのような研究グループを構成し、研究を進めるのかを記載して頂きます。 

※様式１ 研究計画調書の「研究組織（研究統括者及び研究分担者）」の内容との整合性に

注意して記載してください。 

① 研究グループの構成

－ 

セク

ター

番号

機関名（支所等名まで記載） 役割分担（詳細に記載） 

代表機関 Ⅲ （独）○○機構○研究センター 総括研究機関として全体総括及び調整を図

る。・・・の解析や・・・・・・・・・技

術の開発を実施する。 

開発された・・・・・・技術等の研究成果等を

参画機関に提供するとともに、ウェブサイト等

により全国に公開する。 

共同研究 

機関 

Ⅰ ○○県○○試験場○○支所 ○○大学が解析した・・・・・・・・・・

・情報を基に・・・・・・・・・・・・・

評価手法を開発するとともに、・・・・・

・・・・の現地調査を行い、・・・・・・

・技術の開発も併せて実施する。

Ⅰ ○○県○○研究センター 各参画機関の研究情報、評価手法及び試作

品の改良を踏まえて、・・・・・・・・・

・マニュアルを作成して配布する。

Ⅱ ○○大学○○学部 本研究の基盤となる・・・・・・・・・の

解析を実施する、また、その成果を踏まえ

た・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・の解明を行う。解析の結果、明らかにな

った・・・・・・・・・情報を他の参画機

関に提供し、研究課題の推進を図る。 

Ⅲ （独）○○機構○研究所 ○○大学、○○県○○試験場○○支所の解

析した情報を基に○○株式会社と共同で・

・・・・・・・の試作を実施する。プロト

タイプ（試作品）を作成し、使用者の意見

を聞きながら改良を加える。 

Ⅳ ○○株式会社

※農林漁業者の場合：

畜産業 ○○太郎

○○機構○研究所と共同で・・・・・・・

の試作を実施する。プロトタイプを作成し

、使用者の意見を聞きながら改良を加えて

、実用化を図る。 

セクター番号は、公募要領「共通事項３（１）研究機関等

の分類」を参照すること。 
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（必要に応じて行を追加・削除） 

② 研究グループの関係図  

参画する研究機関がどのような関係性をもって、研究を実施するのか図で記載して

ください。 
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様式２－４（「知」の集積と活用の場 研究開発プラットフォーム」の概要） 

１ 「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 研究開発プラットフォームからの応募 

【該当の有無】 

２ 研究開発プラットフォーム名と届出完了日（届出書の写しを添付） 

【プラットフォーム名】 

【届出完了日】 

３ プロデューサーの氏名と所属 

【氏名】 

【所属】 

４ 研究開発プラットフォームの目的 

５ 研究開発プラットフォームの構成員 

・ 

・ 

・ 

・・ 

※個人会員は氏名と所属を記載の上、【個人会員】と記載してください。

６ 応募の経緯（活動実績を含む） 

・ 

・ 

・・

・ 

※どのような経緯で研究開発プラットフォームから研究コンソーシアムを設立し、今回の

研究課題を応募したかを記載してください。（研究開発プラットフォームの活動実績も記

載して下さい） 

７ プロデューサーの承認 

研究開発プラットフォームのプロデューサーが責任を持って、当研究課題の提案を承認

できる場合は、以下の様式に○を記入してください。 

当該研究開発プラットフォームのプロデューサーは、

当研究課題の提案について承認しています。 
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様式３ 研究課題内容 

Ⅰ．必要性について 

※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。 

本欄には、研究の全体構想及びその中での本研究の具体的な目的について、適宜文献を引用しつつ記入してくだ

さい。農林水産・食品分野等の生産現場等や行政施策推進上で解決が求められている問題点など研究の背景・目的

について、簡潔に記載してください。 

また、本文については、項目を分けて上で記入し、合わせて行政施策等との関係などを記入してください。 

 

１．研究目的 

（１）提案のきっかけとなった農林水産業･食品産業等における技術的課題 

※ 科学的・技術的観点からの研究目的・背景について記載してください。その際、

単に、人口、食料、環境問題の解決への貢献といった抽象的な目標ではなく、「農

林水産研究基本計画」も参照しつつ、農林水産・食品分野において、①何が問題と

なっており、②どのような技術開発が必要とされているのか、または、③どのよう

な新しい産業技術シーズとなるのか等について、既存技術・分野との対比を含めて

具体的に記載してください。 

 

 

（２）科学的・技術的観点からの新規性・先導性・優位性 

※ 現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏まえて、研究内容に科学的意義に

対する新規性・独創性が分かるように記載してください。 
また、技術水準が高く類似する研究成果が他方にも存在する場合、提案する研究

課題の先導性・優位性が分かるように記載してください。 

 

 

（３）本研究における最終目標及び技術的成果 

  ※ 本研究において、最終的に目標としている技術・成果の定量的な目標等を具体的 
に記載してください。 

 

 

（４）行政施策への貢献について 

  ※総合科学技術・イノベーション会議「科学技術基本計画」や農林水産省「農林水産

研究基本計画」等に記載されている国の科学技術行政施策にどのように貢献するの

か、また、重要性、将来性の観点から必要性について具体的に記載してください。 
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（５）各種施策を促進するための戦略・計画等との関係について（該当研究課題のみ記載） 

① 以下の７つの各種施策を促進するための戦略・計画等に該当する場合、

下記表の右欄の「該当の有無」に○を付けてください。 

各種施策を促進するための戦略・計画等との関係について 該当の有無 

① 総合特別区域計画法（平成23年法律第81号）に基づき、先駆的取

組を行う実現可能性の高い地域に国と地域の政策資源を集中し、

オーダーメイドで総合的に支援する地域として認定を受けた「総

合特別区域計画」に基づく研究課題 

② 文部科学省、経済産業省、農林水産省及び総務省が、地域イノベ

ーションの創出に向けた主体的かつ優れた構想を持つ地域を共同

で選定した地域イノベーション戦略推進地域から提案された研究

課題

③ 「地域活性化の推進に関する関係閣僚等会合に基づき、地域が直

面している「超高齢化・人口減少社会における持続可能の都市・

地域の形成」及び「地域産業の成長・雇用の維持創出」の施策テ

ーマの成功事例（モデルケース）として選定された地域活性化プ

ラットフォームのモデルケースから提案された研究課題

④ 六次産業化・地産地消法に基づき認定を受けた若しくは認定を前提と

した「研究開発・成果利用事業計画」に基づき策定された研究課題

⑤ 農商工等連携促進法に基づき認定を受けた若しくは認定を前提とし

た「農商工連携等事業計画」に基づき策定された研究課題

⑥ 地域再生法に基づき認定を受けた若しくは認定を前提とした「地域再

生計画」において本事業に対する支援措置要望の記載がある研究課題

⑦ グローバル・フードバリューチェーン戦略への貢献を目的として、多

国間や他国の研究機関との間で、締結又は締結見込みである研究開発

に係るMOC（Memorandum of Cooperation：協力覚書）やWorkplan（研

究計画）に基づく研究課題

② 上記のいずれかに該当する場合、「戦略・計画又は取組の名称・概要」及び

「戦略・計画又は取組における提案研究課題の位置付け」を簡潔に記載して

ください。

なお、「認定を前提とした」とは、当該計画を担当府省に提出しており、

認定待ちであることを言います。

 また、⑦の場合は、「グローバル・フードバリューチェーン戦略」の

どの項目に貢献するのかも併せて記載してください。 
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認定されている計画 ①研究開発・成果利用事業計画等 

計画の名称 

計画の概要 （200文字程度で簡潔に） 

計画における提案研究課題及び研究参画機関の位置

づけ 

（200文字程度で簡潔に） 

※複数該当する場合は、欄を追加してください。
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Ⅱ．効率性について
※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。

本欄には、研究目的を達成するための具体的な研究計画・方法について、年度毎の計画に分けて、項目別に記述して

ください。 

また、それぞれの項目別の中間時の進捗及び最終目標について、目標設定の根拠も含めて記載してください。

２ 研究計画・方法 

（１）研究の概要

※「研究の目標」に到達するため、本研究課題で行おうとしている研究の概要に

ついて、簡潔に記載してください。

（２）研究課題の構成及び年次計画

※ 研究課題の最小単位（中課題又は小課題）における研究実施期間を矢印を用いて

図示してください。 

※ 中課題順に１．、２．、・・、小課題順に（１）、（２）、・・と番号を付して

ください。 

※ 共同研究機関については、研究の効果的・効率的な推進を図る観点から、課題構成

と参画機関の役割分担を明確にするとともに、参画機関数は過度に多くならないよう

に配慮してください。（１小課題（最小単位の課題）は、原則として１機関で分担す

る体制としてください。）。 

※ 研究推進会議等に出席するのみで研究を実施しない年度には、矢印を引かないでく

ださい。 

※ 様式１ 研究計画調書の「研究組織（研究統括者及び研究分担者）」の内容との整

合性に注意して記載してください。 
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研 究 項 目 研究者氏名 所属機関・部署・役職名
研究期間

年度 年度 年度 
研究統括者 

１．○○における△△の確立 

(1)・・・・・・の解析

(2)・・・・・・の開発

(3)・・・・・・の試作

２．○○における△△の開発 

(1)・・・・・・の解明

(2)・・・・・・の開発

(3)・・・・・・の解析

◎・・・・ 

○・・・・ 

△・・・・ 

△・・・・ 

△・・・・ 

○・・・・ 

△・・・・ 

△・・・・ 

△・・・・ 

（独）○○機構○○研究センター 

○○研究室主席研究員

○○大学○○部○○研究室教授

○○大学○○部○○研究室助教

○○県○○試験場○○支所

○○室主任

（独）○○機構○○研究所 

○○チーム主任

（独）○○機構○○研究所 

○○チーム

○○大学○○部○○研究室教授

○○株式会社○○チーム主査

○○大学○○部○○研究室教授

（３）研究項目ごとの研究内容及び中間時の進捗状況

※ 研究課題を細分化した中課題ごとに又は中課題を更に細分化した小課題ごとに具体

的な研究内容（試料・材料、対象、調査・分析手法等の詳細）及び課題間の関係につ

いて記載してください。 

※ 中課題順に１．、２．、・・、小課題順に（１）、（２）、・・と番号を付してく

ださい。

（「Ⅰ－１．研究目的」及び「Ⅰ－１．（３）本研究における最終目標及び技術的

課題」に対応した内容となるよう留意し、かつ「Ⅱ－２－（５）．研究課題及び研

究項目ごとの研究費見込額」で要求している内容が読み取れるような内容としてくださ

い。）

※ 中間時までの研究内容及び進捗状況を、最終目標までの研究内容を記載してくださ

い。

※ 中間時については、研究実施期間が３年の研究課題のみ、２年目の１月末時点での

進捗目標を、研究の最終目標を 100％とした場合の進捗状況を具体的に数値（％）で 
記載してください。 

※ 中間時の目標が複数ある場合は、目標ごとに記載してください。
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（記載例） 

１．○○における△△の確立（中課題１） 

 本中課題においては、・・・・・・・・・・・・・・・・・について研究を 

実施し、・・・・・・・・・・・・・を確立することを目標とする。 

このため、中間時までに・・・・・・・・・を実施し、・・・・・・をするこ 

とを目標とする。            （中間時の進捗目標値 ５０％） 

（１）・・・・・・の解析（小課題１） 

本小課題においては、・・・・・・を用いて・・・・・の解析を実施し、

・・・・・・・なデータを収集する。解析結果を小課題（２）に提供する。

具体的には、

１年目は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を実施する。

２年目は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を実施する。

３年目は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を実施する。

（２）・・・・・・の開発（小課題２） 

  本小課題においては、・・・・・・・・

（３）・・・・・・の試作（小課題３） 

本小課題においては、・・・・・・・・
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（４）研究課題及び研究項目ごとの研究費見込額

※ 研究課題の最小単位（中課題又は小課題）における各年度の所要見込額を参画研

究機関単位で記載してください。参画機関別の所要見込額の合計額は、「様式１ 研

究計画調書」の各年度経費内訳の「研究グループ（コンソーシアム）代表機関」、

「研究グループ（コンソーシアム）」及び「研究組織（研究統括者及び研究分担者）」

に記載した経費の合計額と一致させてください。

※ 様式１ 研究計画調書の「研究組織（研究統括者及び研究分担者）」の内容との整

合性に注意して記載してください。 

研 究 項 目 研 究 機 関
所要経費（千円）

年度 年度 年度 
研究統括者 

１．○○における△△の 

確立 

(1)・・・・・・の解析

(2)・・・・・・の開発

(3)・・・・・・の試作

２．○○における△△の 

開発 

(1)・・・・・・の解明

(2)・・・・・・の開発

(3)・・・・・・の解析

（独）○○機構○○研究 

センター

○○大学○○部○○研究室

○○大学○○部○○研究室

○○県○○試験場○○支所

（独）○○機構○○研究所 

（独）○○機構○○研究所 

○○大学○○部○○研究室

○○株式会社

○○大学○○部○○研究室

００，０００ 

００，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

００，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

００，０００ 

００，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

００，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

００，０００ 

００，０００ 

０，０００

０，０００

０，０００

００，０００ 

０，０００

０，０００

０，０００
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Ⅲ．有効性について

３．農林水産業・食品産業や社会・経済への貢献 

（１）期待される波及効果

※ 技術開発等により、農林水産業・食品産業の発展に期待される効果について、過

去の地域に対する技術導入経緯や実績から見た今後の将来性、当該技術が他の地域

へ波及する可能性、異分野等への知的貢献を含めた波及効果、政策の立案・推進上

の効果、新産業が創出される可能性と経済効果等も含めて、可能な限り数値を用い

て記載してください。

（２）研究成果により期待されるマクロ的な経済効果

※ 研究成果を生産現場等へ導入した場合の技術の代替効果、付加価値の付与等のマク

ロ的な経済的効果について、可能な限り定量的（試算で可）に記載するとともに、そ

の算出根拠についても具体的に記載してください。 

（３）国民生活への貢献

※ 研究成果が国民生活にどのように貢献できるのかを具体的に記載してください。

本欄には、提案課題に開発された研究成果の、農林水産業・食品産業や社会・経済への貢献、創出される研究成果の波

及効果及び行政施策にどのような効果をもたらすかについて項目別に記述して下さい。 
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Ⅳ．研究業績（研究者情報）

４ 研究業績（研究者情報） 

※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。

本欄には、研究統括者及び研究分担者がこれまでに発表した論文、著書、産業財産権（特許出願番号等）、招待

講演のうち、本研究に関連する重要なものをresearchmapからコピーする方法により、現在から順に発表年次を過去

にさかのぼって記入してください。また、researchmapの記載がない場合は以下の様式○にで記入してください。

研究業績については、主に2013年以降の業績を中心に記入してください。ただし、それ以前の業績であっても、

本研究に深く関わるものやこれまでに発表した主要な論文等を記入しても構いません。

なお、学術誌へ投稿中の論文を記入する場合は、掲載が決定しているものに限ります。

例えば発表論文の場合、論文名、著者名、掲載誌名、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入してく

ださい。以上の各項目が記入されていれば、項目の順序を入れ替えても構いません。著者名が多数にわたる場

合は、主な著者を数名記入し以下を省略（量略する場合、その員数と、掲載されている順番を○番目と記入）

しても可とします。なお、主任研究者には下線を付してください。

参考 researchmap 操作マニュアル（業績をテキスト形式で表示する方法） 

https://researchmap.jp/manual/japanese/?%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E3%82%92%E3%83%8
6%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E3%81%A7%E8%A1
%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B

（researchmap のテキスト出力をコピー&ペーストした例） 

Extracellular esterases of phylloplane yeast Pseudozyma antarctica induce defect on cuticle layer 
structure and water-holding ability of plant leaves
Ueda Hirokazu, Mitsuhara Ichiro, Tabata Jun, Kugimiya Soichi, Watanabe Takashi, Suzuki Ken, 
Yoshida Shigenobu, Kitamoto Hiroko
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 99(15) 6405-6415 2015 年 8 月

A food-supply device for maintaining Cotesia vestalis, a larval parasitoid of the diamondback moth 
Plutella xylostella, in greenhouses
Shimoda Takeshi, Mitsunaga Takayuki, Uefune Masayoshi, Abe Junichiro, Kugimiya Soichi, 
Nagasaka Koukichi, Sano Kota, Urano Satoru, Suzuki Yoshito, Yano Eizi, Takabayashi Junji
BIOCONTROL 59(6) 681-688 2014 年 12 月

Leaf beetle larvae, Plagiodera versicolora (Coleoptera: Chrysomelidae), show decreased 
performance on uninfested host plants exposed to airborne factors from plants infested by 
conspecific larvae
Yoneya Kinuyo, Kugimiya Soichi, Takabayashi Junji
Applied Entomology and Zoology 49(2) 249-253 2014 年 5 月
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Parasitic wasp females are attracted to blends of host-induced plant volatiles: do qualitative and 
quantitative differences in the blend matter?
Uefune M, Kugimiya S, Ozawa R, Takabayashi J
F1000Research 2 57 2013 年

Starvation and herbivore-induced plant volatiles affect the color preferences of parasitic wasps
Uefune Masayoshi, Kugimiya Soichi, Shimoda Takeshi, Takabayashi Junji
BioControl 58(2) 187-193 2013 年 4 月

除草用酵素含有組成物及び有害植物の駆除方法 

特願 2012-288082    2012 年 12 月 28 日

花の香り由来の天敵昆虫誘引成分およびその利用 

特願 2014-202159    2014 年 9 月 30 日
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※ researchmap の記載がない場合は参考様式にで記入してください。

（参考様式） 

①研究統括者

研究統括者名 農林 太郎 

主な職歴と 

研 究 内 容 

西暦○○年～○○年 ○○大学○○学部助手 

西暦○○年～○○年 ○○大学○○学部助教授 

西暦○○年～○○年 ○○大学○○学部教授 

○○に関する研究に従事

○○○○の○○○栽培方法を開発（○○年）

※ 主な職歴と研究内容」は、職歴とこれまでの研究内容や商品・栽培法・新品種などの

開発や指針の作成事例を記載してください。 

②主な研究論文、著書及び特許の取得（研究統括者・研究分担者すべての者において

記載） 

※ 様式３ Ⅱ－２－（２）「研究者氏名」欄に記載した全ての研究者（研究統括者

を含む）について、その順にそって主な研究論文、著書及び特許（品種登録等）を

下記の記載例に従い記載してください。近年の重要なものを併せて５件以内で記載

してください。

※ 記載にあたっては、研究者一人当たり近年の重要なものを、in press のものから過

去にさかのぼって記載し、本研究課題に関係の大きいものについては、冒頭に◎印

をつけてください。

・雑誌の場合は、タイトル、著者名、学会誌名、巻（号）、ﾍﾟｰｼﾞ－ﾍﾟｰｼﾞ、発行年（西

暦） 

・書籍の場合は、タイトル、著者名、出版社名、発行年（西暦）

・特許の場合は、特許名、特許番号、取得又は出願年月日（西暦）の順に記載してく

ださい。

※ 民間企業・団体・農林漁業者については、申請課題の研究に関連する資格（例：

技術士、獣医師）、受賞歴、開発した製品実績等を記載しても可。

※ 論文・著書名の共著欄には全ての共著者を記載する。

※ 外国語論文の場合であっても、日本人の共著者については名前を日本語表記として

ください。

※ 本人及び研究分担者にはアンダーラインを付すこと。

※ 他の研究分担者の欄で前出された論文には、冒頭に「前出」と記載してください。 

183



氏 名 学位 主な研究論文・著書・特許（近年の重要なものを５件以内） 

農林 太郎 

（研究統括者） 

博士 〈論文〉 

◎「○○○に関する研究」、農林太郎、水産次郎、畜産三郎

、○○学 会誌、1(1)、20-30(200○)

◎「Development of novel analysis method for ○○○○」農

林太郎、 Gaikokujin A., Gaikokujin B.Journal of Agriculture,
1 (1) 20-30(200○)

※外国語論文であっても、日本人の共著者の氏名は日本語

標記としてください。 

〈著書〉 

「○○の現状」、農林太郎、○○出版社（200○） 

〈特許〉 

「○○○の製造方法」、特願200○-○○○、出願200○年○月

○日

林業 花子 修士 特になし 

水産 次郎 学士 〈論文〉 

前出 ◎「○○○に関する研究」、農林太郎、水産次郎、

畜産三郎、 ○○学会誌、1(1)、20-30(200○)

（提案課題と関連があるものについては◎をつけること） 

（注）著者（共著者）に本人及び研究分担者が含まれる場合は名前にアンダーラインを付

すこと 
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５ 研究費の応募・受入等の状況・エフォート 

※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。

本応募課題の研究統括者及び研究分担者の応募時点における、（１）応募中の研究費、（２）受入予定の研究費

、（３）その他の活動について、次の点に留意し記入してください。なお、複数の研究費を記入する場合は、線を

引いて区別して記入してください。具体的な記載方法等については、研究計画調書作成・記入要領を確認してくだ

さい。

① 「エフォート」欄には、年間の全仕事時間を１００％とした場合、そのうち当該研究の実施等に必要となる時

間の配分率（％）を記入してください。

② 「応募中の研究費」欄の先頭には、本応募研究課題を記入してください。

③ 「(3)その他の活動」欄には、(1)応募中及び(2)受入予定の研究費による研究活動以外の職務として行う研究活

動や教育活動等のエフォートを記入してください。

④ 下記(1)、(2)、(3)のエフォートの合計は100％にしてください。

⑤ 必要に応じて行を挿入してください。また、不要な行は削除してください。

＜研究統括者＞ 

（１）応募中の研究費 

資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名）

研究課題名

（研究統括者氏名）

役割(代

表・分担

の別) 

平成29年

度の研究

経費

(期間全体の額)
(千円) 

エフ

ォー

ト(%

)

研究内容の相違点及び他

の研究費に加えて本応募

研究課題に応募する理由

【本応募研究課題】 

（H  ～H  ） 

代表 

（ ） （総額 　千円）

（ ） （総額 　千円）

（２）受入予定の研究費 

資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名）

研究課題名

（研究統括者氏名）

役割(代

表・分担

の別) 

平成29年

度の研究

経費

(期間全体の額)
(千円) 

エフ

ォー

ト(%

)

研究内容の相違点及び他

の研究費に加えて本応募

研究課題に応募する理由
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（ ） （総額 　千円）

（ ） （総額 　千円）

エフォート： ％ （３）その他の活動

＜研究分担者＞ 

（１）応募中の研究費 

資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名）

研究課題名

（研究分担者氏名）

役割(代

表・分担

の別) 

平成29年

度の研究

経費

(期間全体の額)
(千円) 

エフ

ォー

ト(%

)

研究内容の相違点及び他

の研究費に加えて本応募

研究課題に応募する理由

【本応募研究課題】 

（H  ～H  ） 

代表 

（ ） （総額 　千円）

（ ） （総額 　千円）

（２）受入予定の研究費 

資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名）

研究課題名

（研究分担者氏名）

役割(代

表・分担

の別) 

平成29年

度の研究

経費

(期間全体の額)

エフ

ォー

ト(%

)

研究内容の相違点及び他

の研究費に加えて本応募

研究課題に応募する理由
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(千円) 

（ ） （総額 　千円）

（ ） （総額 　千円）

（３）その他の活動 エフォート： ％ 
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６ これまでに受けた研究費とその成果等 
※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。

本欄には、研究統括者及び研究分担者がこれまでに受けた研究費（所属研究機関より措置された研究費、府省・地方

公共団体・研究助成法人・民間企業等からの研究費等。なお、現在受けている研究費も含む。）による研究

成果等のうち、本研究の立案に生かされているものを選定し、次の点に留意し記述してください。

（１）研究統括者及び研究分担者ごとの状況

※ 様式３ Ⅱ－２－（２）「研究者氏名」欄に記載した小課題責任者以上の者について、以

下に該当する場合は、該当者ごとに状況を記載願います。

 

＜研究統括者＞※ 

資金制度名： 

期間（年度）：  年度～ 年度 

研究課題名： 

研究統括者又は研究分担者の別： 

研究経費：  千円 

研究成果： 

中間評価結果： 

事後評価結果： 

（注意事項） 

※１ 当該様式のタイトル、金額の単位等は、各府省所管制度の実施要領等に基づく。

※２ 各種項目は当該資金制度に応じて適宜読み替えるものとする。

※３ 研究分担者等は人数に応じて適宜記入欄を追加する。
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〇　それぞれの研究費毎に、資金制度名、期間（年度）、研究課題名、研究統括者又は研究分担者の別、

　研究経費（直接経費）を記入の上、研究成果及び中間・事後評価（当該研究費の配分機関が行うものに　

　限る。）結果を簡潔に記述してください



＜研究分担者＞※ 

資金制度名： 

期間（年度）：  年度～ 年度 

研究課題名： 

研究統括者又は研究分担者の別： 

研究経費：  千円 

研究成果： 

中間評価結果： 

事後評価結果： 

（注意事項） 

※１ 当該様式のタイトル、金額の単位等は、各府省所管制度の実施要領等に基づく。

※２ 各種項目は当該資金制度に応じて適宜読み替えるものとする。

※３ 研究分担者等は人数に応じて適宜記入欄を追加する。
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（２）本研究課題に関連する既往の研究成果

① 既往研究成果の概要

※ 競争相手である他の研究者に対して提案者（又はチーム）が有する優位性（提

案者が有する基本的手法、材料等）を記載するとともに、本提案課題の特色を明

確に記載してください。

※ 「Ⅱ－２－（３）研究項目ごとの研究内容及び中間時の進捗状況」を達成する

上で、研究シーズとなる知見、技術等の蓄積状況を明確にする観点から、研究に

参画する研究機関において、これまでに得られた本提案課題に関連する既往の成

果を記載してください。

※ 他府省を含む競争的資金に係る研究成果を活用している場合は、必ず記載して

ください。 

※ それらの成果と関連する特許権等を既に出願または取得している場合、成果の

あとに括弧書きで②の先行特許等に対応する番号等を記載してください。

（記載例） 

① ○○解析技術（特許①）

本研究の基盤となるデータを収集する技術をすでに開発し、特許

出願している。本技術を用いることにより、データの収集効率が上

がるだけでなく、データの解析精度を高めることができる。 

② 先行特許等（本研究と関連する特許権等を既に出願、取得している場合、その概要）

※ 本研究と関連する特許権等を既に出願または取得している場合、その概要（発明

等の名称、出願番号、出願日、出願人（共同出願人）等）を併せて記載してくださ

い。 

（記載例） 

・出願特許①「○○○に関する○○○を解析する方法」（特許000000）
平成○○年○○月○○日、株式会社○○

○○が分解する際に、大量に・・・・・される○○を取り除く

とこにより、高精度なデータを収集できる技術を開発し、○○

を解析する方法を確立した。 

（３）本研究グループ外の研究機関等が実施する本応募研究課題と直接関連する研究

※ 応募提案課題の研究グループ以外の研究機関等が、応募提案課題の研究内容と直

接関連する研究を自己資金等で実施する場合、以下について、可能な限り記載して
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ください。 

※ 特許権等に絡むため、記載できない場合は、その旨を記載してください。該当が

無い場合は「無し」と記載してください。

① 共同研究相手先研究機関等の名称：

② 本研究グループとの関係性

③ 関連する研究の概要及び本研究課題との関係

④ 応募課題と並行して研究することにより期待される効果
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様式４－１（経理事務体制について）Ａ４用紙２枚以内・必須 

課 題 名 

代表機関名 
研究統括者

名 

研究管理運
営機関名 

（※研究管理運営機関を設置する場合のみ記載） 研究管理運営
機関の責任者
名 

（※研究管理運営機関を

設置する場合のみ記載）

※経理責任者を置く機関（代表機関又は研究管理運営機関）の経理体制について記載して

ください。共同研究機関の経理体制は必要ありません。

１．区分経理処理が行える会計の仕組みについて 

（１）現在、区分経理処理が行える会計の仕組みが整備できていますか。

※どちらかに○を付してください。

・ 現在整備できている

・ 現在整備できていない

（２）その内容

※現在整備できていない機関にあっては、整備予定時期も記載してください。

（記載例）整備できている場合 

・現在使用している経理システムでは、予算コードを設定出来るため、本

委託事業に係る経費について、新たにコードを付与することによって区

分経理処理をすることが可能である。

・資金種別ごとに内訳簿を設ける会計の仕組みとなっているため、区分経

理処理をすることが可能である。

（記載例）整備できていない場合 

・現在使用している経理システムでは、区分経理に対応できないため、表

計算ソフトウェアを利用して、別途内訳表を作成する予定。

整備予定時期：採択決定時

・現在、受入経費ごとに帳簿を作成していないが、本委託事業を実施する

ことになった場合は、新たに本委託事業用の帳簿を備え、対応する予定

。

整備予定時期：契約締結時
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２．経理執行体制について 

（１）現在の経理体制・職務内容

※ 下記はあくまでも例示であり、各項目について体制・職務内容が分かるものであれ

ば、この書式でなくても構いません。 

① 物品購入・役務発注

役職名等 職務内容 

経理執行責任者 経理課長 経理関係事務の総括。 

支払責任者 経理係長 発注先からの請求書と検収責任者からの検収報告

書を照合し、経理執行責任者の確認のうえ支払いを

行う。 

検収責任者 経理事務員Ａ 発注書に基づき検収を行い、検収報告書を作成する。 

発注責任者 経理事務員

Ｂ 

発注依頼書に基づき発注書を作成し、経理執行責任

者の確認のうえ、業者へ発注する。 

発注依頼者 研究統括者 発注依頼書を作成する。 

 役職名等には個人名を記載しないでください。同じ役職名等で別の者の場合は、適宜

Ａ・などを付して、違う者であることを明確にしてください（以下、同じ）。 

② 旅費

役職名等 職務内容 

経理執行責任者 経理課長 経理関係事務の総括。 

支払責任者 経理係長 出張伺書、旅費計算書、必要に応じ領収書を照合し

、経理執行責任者の確認のうえ支払いを行う。 

旅費計算責任者 経理事務員

Ｂ 

出張伺書、または出張報告書に基づき旅費計算書を

作成する。 

出張者 研究統括者 出張伺書、出張報告書を作成する。 

③ 人件費・賃金

役職名等 職務内容 

経理執行責任者 経理課長 経理関係事務の総括。 

支払責任者 経理係長 勤務時間管理報告書、給与・賃金計算を照合し、経

理執行責任者の確認のうえ支払いを行う。 

給与計算責任者 経理事務員 勤務時間管理報告書をもとに給与・賃金計算書を作
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Ａ 成する。 

勤務管理者 総務課長 該当者の勤務時間管理報告書を作成する。 

（２）内部牽制について

※ 上記１に基づき、内部牽制が担保できていることを記載してください。なお、担保

できていない場合は、できてない部分についての対応策及び対応予定時期も記載して

ください。 

「担保できている」・「担保できていない」の判断基準 

・発注者および各責任者が同一者で無い体制となっていること。

・外部との契約、および支出の際には経理執行責任者の確認を経た上で行う体制と

なっていること。

（記載例）担保できている場合 

上記１のとおり、物品購入・役務発注にあっては、発注責任者、検収

責任者、支払責任者を、旅費・人件費・賃金支払に当たっては、計算責

任者と支払責任者を別の者としており、また、外部との契約、および支

出の際には、経理執行責任者の確認のうえ行うこととしていることから

、内部牽制は担保されている。 

（記載例）担保できていない場合 

物品購入・役務発注について、現状、検収責任者と支払責任者が同一

者となっているが、委託契約締結時において、検収責任者を雇用し、各

責任者が同一者とならないよう配置する予定である。なお、旅費・人件

費・賃金支払に当たっては、計算責任者と支払責任者を別の者としてお

り、また、外部との契約、および支出の際には、経理執行責任者の確認

のうえ行うこととしていることから、委託契約締結時において、内部牽

制は担保される予定である。 
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様式４－２（参画機関の知的財産への取組状況等）原則Ａ４用紙３枚以内・必須 

１ 参画機関の知的財産への取組についての評価 

参画機関の知的財産への取組について、審査において以下のとおり評価を実施します。 

① 各参画機関における知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針の策定及び各

参画機関における知的財産部門や担当官等による管理体制が構築されている場合は、

５ポイント 

② 各参画機関における知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針又は、各参画機

関における知的財産部門や担当官等による管理体制のどちらが策定又は構築されて

いる場合は、３ポイント 

③ 各参画機関における知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針及び各参画機関

における知的財産部門や担当官等による管理体制のどちらも策定及び構築されていな

い場合は、０ポイント 

２ 各参画機関における、知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針の有無 

※ 当該項目については、各参画機関が知的財産の管理に関する方針等を定め、そ

の方針等に基づいて知的財産の管理を行っているかを確認させていただくものな

ので、各参画機関の知的財産の管理に関する方針等を定めている場合は、○印を

記入し、内容について記載してください。

なお、普及・実用化のみを実施する機関については、実際に研究開発を行わな

いことから記載は不要とします。 

管理方針 

の有無 

知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針の内容 

（記載例） 

○ 

（記載例） 

参画機関○○「有」：○○知的財産方針 

参画機関○○「有」：知的財産に関する基本方針 

参画機関○○「無」 

２ 各参画機関における知的財産部門や担当官等による管理体制の有無 

※ 当該項目については、各参画機関における知的財産の管理体制について確認さ

せていただくものなので、各参画機関の知的財産の管理体制を定めている場合は、

○印を記入し、内容について記載してください。

なお、普及・実用化のみを実施する機関については、実際に研究開発を行わな

いことから記載は不要とします。
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管理体制の有無 （記載例） ○ 

管理体制の内容 （記載例１） 

参画機関○○「有」 

知的財産全般の管理を行う知的財産部を設置し、担当

○名により管理

参画機関○○「有」 

○○課に知的財産の管理等を行う者を配置

参画機関○○「有」 

○○長が一括管理（適宜、外部弁理士等に相談）

参画機関○○「無」 

（記載例２） 

３ 知的財産の実施許諾 

○ 研究成果による知的財産を活用した企業化を一層促進する観点から、知的財産の取得

後、広く実施許諾できるようにする方針があれば記載してください。 

（記載例） 

本事業で得られた研究成果のうち、○○○を用いた○○○技術については特許化を

行うが、本技術を各産地で広く普及させるために知的財産の取得後５年後を目途に広

く実施許諾できるようにする予定である。 

研究グループの構成員として参画している研究機関が、当知的財産の実施許諾を確認

し、同意している場合は、以下の様式に○を記入してください。 

当知的財産の実施許諾は、研究グループの構成員とし

て参画している研究機関に内容を確認していただき、

同意を得ています。 
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様式５－１（研究管理運営機関を活用する理由書）Ａ４用紙１枚以内・該当研究課題のみ提出 

課 題 名 

代表機関名 
研究統括者

名 

研究管理運
営機関名 

研究管理運営
機関の責任者
名 

本事業では、生研支援センターが必要と認めた場合に限り、研究統括者が所属する研究

機関等（研究グループで応募する場合は代表機関）とは別に、生研支援センターとの委託

契約業務や経理執行業務を担う機関（以下「研究管理運営機関」という。）を設置できる

ものとします。 

［研究運営管理機関を設置できる場合］ 

・地方公共団体において、研究の実施に当たって事前に予算措置を要する等の特殊

性を考慮し、地方公共団体に所属する研究者が研究統括者となる場合であって、

かつ、地方公共団体に経理責任者を配置することが困難と認められる場合

・研究統括者が中小企業等に所属している、又は研究グループに多数の中小企業等

が参画しており、国との委託契約の実績がほとんど無いため、委託契約の締結が

著しく遅延すると認められる場合

これは、特例措置であることから、本様式に、代表機関が国と委託契約を締結すること

が困難な理由を明確に記載してください。 

 また、本様式を提出するにあたっては、必ず都道府県又は中小企業等の財政担当部長

等の了承を得るとともに、財政部局担当者の連絡先（担当者氏名、所属部署、役職、電

話番号及び E-mail アドレス）を記載してください。

 なお、課題が採択された場合は、別途、代表機関の財政部長等の公印を押印したもの

提出していただくことを予定しております。 

平成○○年○○月○○日 

代表機関の財政担当責任者 

担当者の連絡先 

担当者氏名 

所 属 部 署 

役 職 

電話番号・FA
X

E-mail
（注）課題が採択された場合、代表機関の財政担当責任者の公印を押印したものを速やか

に提出していただきます。 

197



様式５－２（研究支援者の情報等）Ａ４用紙２枚以内・該当研究課題のみ提出 

（１） 研究支援者の情報

氏名 ○○ ○○（ふりがな） 年齢 ○歳

所属・役職 公益社団法人○○○○ ○○支援コーディネーター

○○機構 ○○マッチングプランナー

国との関係 農林水産省産学連携支援事業コーディネーター 

JST○○コーディネータ

※所属・役職については、役職の括弧書きに、主体となる機関名を記載してください。

※国との関係は、国で行っている事業等において支援を行っているものについて記載し

てください。

（２） 経歴

○年3月、○○機関において、○○に従事

○年6月、○会社と○法人○○と商品開発のマッチングを実施し、開発された商品が○

年3月より販売開始

・・・

※これまで従事した業務や、コーディネート・マッチングした実績やマッチング等によ

って研究成果を活用した製品が開発され上市された実績等を具体的に 10 事例以内で

記載してください。
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様式５－３（研究ネットワークから立ち上げられた研究コンソーシアムによる応募）該当

研究課題のみ提出 

平成28年度補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」のうち「研究ネットワーク形成

事業」で採択された研究ネットワークから立ち上げられた研究コンソーシアムによる応募

の場合は、以下の様式に記載してください。 

※ 当事業に応募している研究コンソーシアムについてではなく、研究コンソーシアム

の母体となる研究ネットワークについて記載していただくよう、ご注意ください。 

（１）研究ネットワークの名称、対象及び主な目標

【名称】（例）○○地方水田作ネットワーク

【対象】（例）水田作

【主な目標】（例）水田作を主な対象としている農業経営体の所得２割増 

（２）研究ネットワークの中核となる拠点機関の概要

機関名 （例）○○大学 

事務局 （例）○○大学農学部 

事務局代表者 

（役職・氏名） 

（例）○○大学農学部○○学科教授 ××（●●研究室） 

住所 （例）〒 ○○県△△市・・・

連絡先 （例）電話番号：・・－・・－・・・・

E-mail：・・・@・・・

（３）構成機関及び実績等

構成員名称 

（代表者所属・役職・氏名） 

構成員が得意とする技術開発分野 

（担当研究者所属・氏名） 

（例）○○大学

（農学部○○学科●●研究室教

授××）

（例）データ分析による遠隔地からのほ場状況判断（

●●研究室××） 
画像分析による生育・病害状態把握（△△研究室××

））

遠隔地からの通信情報の伝送（□□研究室◆◆）

（例）■■県農業試験場

（××部□□研究室△△研究員） 
（例）ICT・AI技術のほ場配置・実証試験 
（△△研究員）

（例）××会社

（・・課主任担当者△△）

（例）ICT・AI機器の開発 
（△△）

（例）○○農園（農） （例）農業現場視点からのアドバイス

実証研究の実施

※農林漁業経営体については、名称の後に「（農）」もしくは「（林）」もしくは「（漁
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）」と記載してください。 

（４）拠点機関の承認

研究ネットワークの拠点機関が責任を持って、当地域戦略・研究計画の提案を承認

できる場合（拠点機関が当地域戦略・研究計画を提案する場合を含む。）は、以下の

様式に○を記入してください。 

当該研究ネットワークの拠点機関は、当地域戦略・研究計

画の提案について承認しています。 
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 別紙４ 

（提出に当たり、本ページは削除してください。） 

【開発研究ステージ】

応募様式（研究課題提案書）

（記載事例及び留意事項を含む）

○ 所定の様式（Word）を用い、様式の改変は絶対に行わないでくだ

さい。 

○ 文字数に制限がある項目は字数を厳守してください。制限の無い

項目においても、ページ数が過多にならないよう、簡潔明瞭で理解

しやすい記載を心がけてください。 

○ 特段の指摘が無い限り文字数に制限はありませんが、読みやすい記

述に心がけてください。 

○ 該当しない様式は、削除して提出してください。

○ 原則、明朝体で記載してください。

なお、本資料の青文字及び不要なページ等を削除して、研究課題提案

書として提出してください。作成した様式は、府省共通究管理システム

（e-Rad）に必要事項を入力後、忘れずにアップロードしてください。 

（提出に当たり、本ページは削除してください。） 
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（提出に当たり、本ページは削除してください。） 

○ 研究課題提案書は、以下の構成となっております。

【必須】となっている様式は必ず提出すること。 

【該当研究課題のみ】となっている様式は該当研究課題のみ提出すること。 

開発研究ステージ［研究区分共通］ 

・様式１ 研究計画調書 【必須】 

・様式２－１ 研究課題概要図 【必須】 

・様式２－２ 研究課題のポイント 【必須】 

・様式２－３ 共同研究グループの構成 【必須】 

・様式２－４ 「知」の集積と活用の場 研究開

発プラットフォームの概要 

【該当研究課題のみ】 

・様式３ 研究課題内容 【必須】 

・様式４－１ 経理事務体制について 【必須】 

・様式４－２ 参画機関の知的財産への取組状況等 【必須】 

・様式５－１ 研究管理運営機関を活用する理由書 【該当研究課題のみ】 

・様式５－２ 研究支援者の情報等 【該当研究課題のみ】 

・様式５－３ 研究ネットワークから立ち上げら

れた研究コンソーシアムによる応募 

【該当研究課題のみ】 

○ 研究課題提案書作成に当たっては、様式内に青文字で記載している「記載事例及び留

意事項」に沿って作成を御願いします。 

○ 本事業への応募は全て「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」で行います。必要な

様式を全て e-Rad システムにて提出すること。（e-Rad システムの詳細は公募要領の「別

紙１」をご参照願います。）

（提出に当たり、本ページは削除してください。） 
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【開発研究ステージ 応募様式】 

様式１ 研究計画調書  

受付番号 区 分 

該当に

○を

つける

（※） 

備 考 

研究委託費 研究実施期

間 

（記載不要）

「知」の集積と活用の場以外

からの提案（マッチングファン

ド方式の適用の有無にかかわ

らない） 

３千万円以内/年 ３年以内

（育種研究

は５年以内） 

「知」の集積と活用の場 

からの提案 

①マッチングファンド方式

の適用がある場合 

１５千万円以内/年 ５年以内

②マッチングファンド方式

の適用がない場合 

５千万円以内/年 ３年以内

（育種研究

は５年以内） 
（※）育種研究は◎をつけること。 

研究課題名 

研究種目等 

研究期間 年度 ～ 年度（ 年間） 

分 野 

分 科 

細 目 

細目表 

キーワード 

細目表以外

の 

キーワード 

研究統括者 

氏名 

（フリガナ）

（漢字等） 

所属研究機

関 

住所 〒 
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電話番号 ＦＡＸ 

E-mail
部局 

職名 

経理事務 

担当者氏名 

経理担当部

局名・連絡先

等 

電話番号： FAX番号： 

E-mailアドレス： 

業務概要 

注１ 

資本金 

注２ 

従業員数 

注３ 

研究管理運営責任者 

氏名 注４ 

（フリガナ）

（漢字等） 

所属研究機

関 

住所 〒 

電話番号 ＦＡＸ 

E-mail
部局 

職名 

経理事務 

担当者氏名 

経理担当部

局名・連絡先

等 

電話番号： FAX番号： 

E-mailアドレス： 

業務概要 

注１ 

資本金 

注２ 

従業員数 

注３ 

研究分担者 

氏名 注５ 

（フリガナ）

（漢字等） 

所属研究機

関 

住所 〒 

電話番号 ＦＡＸ 

E-mail
部局 

職名 

経理事務 

担当者氏名 

経理担当部

局名・連絡先

等 

電話番号： FAX番号： 

E-mailアドレス： 
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業務概要 

注１ 

資本金 

注２ 

従業員数 

注３ 

普及・実用化支援担当者 

氏名 注５ 

（フリガナ） 

（漢字等） 

所属研究機

関 

住所 〒 

電話番号 ＦＡＸ 

E-mail
部局 

職名 

経理事務 

担当者氏名 

経理担当部

局名・連絡先

等 

電話番号： FAX番号： 

E-mailアドレス： 

業務概要 

注１ 

資本金 

注２ 

従業員数 

注３ 

※ 本研究課題に参画する研究代表機関及びすべての共同研究機関について、契約単位の

組織名ではなく、実際に研究を実施する支所、支店、学部等ごとに記載してください。 

※ 各項目には応募時点のものを記載としますが、今後の機関名の変更や市町村合併等に

よる所在地の変更、代表者の変更等が既に決まっているものがあれば、その変更時期及

び内容を記載してください。 

※ 電話番号、FAX 番号及び e-mail アドレスは半角文字で記載してください。

注１ 本研究課題を実施するにあたってのこれまでの実績、研究施設の整備状況等、本研

究課題を実施する機関として適切であるかどうか判断できる内容としてください。 

注２ 民間企業、農業法人及び公益・一般法人のみ記載し、公益・一般法人にあっては、

基本財産の額を記載してください。 

注３ 民間企業、農業法人及び研究管理運営機関のみ記載してください。 

注４ 研究管理運営機関を活用する場合のみ記載してください（活用しない場合は削除）。 

注５ 共同研究機関等の参画数に合わせて欄を追加してください。

注６ ３頁表の「研究種目」は記載する必要はありません。また、「分野」、「分科」、

「細目」、「細目表キーワード」、「細目表以外のキーワード」については、日本学

術振興会の下記のホームページに掲載されている「平成２９年度科学研究費助成事業 

系・分野・分科・細目表」から、該当するコード番号等を記載して下さい。 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/02_koubo/saimoku.html 
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各年度別経費内訳 

※ 別紙「Ⅴ．各研究機関等の研究費の詳細見込額の記載事項」を参考に記載してくださ

い。 

＜研究グループ（コンソーシアム）全体分＞ 

（１） 各年度別経費内訳（単位：千円）

大項目 中項目 年度 年度 年度 年度 年度 計 

直 

接 

経 

費 

1.物品費 設備備品費 

消耗品費 

2.旅 費 旅 費 

3.人件費

・謝金

人件費 

謝金 

4.その他 外注費 

その他 

消費税相当額 

間接経費 

（上記経費の30%以内） 

自己資金 

合 計 

※１ 「府省共通経費取扱区分表」の項目毎に記載してください。

※２ 参画する全ての共同研究機関の経費（直接経費・間接経費）を合計した金額を記

載して下さい。 
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＜研究開発費負担内訳＞ 

（１）年度別（単位：千円）

平成30年度 31 32 33 34 合計額 

総研究 

開発費 

生研支援 

ｾﾝﾀｰ支出分

（委託費） 

うち、自己負

担の対象とな

る民間企業等

への支出分

自己資金 

うち、○○ 

うち、○○ 

（注１）自己負担分については、参画企業毎の負担額を内数として記載してください。 

（必要に応じて行を追加・削除） 

（注２）研究開発費の負担は「自己資金×２≧自己負担の対象となる民間企業等への委託費」を満たす

ことが必要です。

（注３）自己負担の対象となる民間企業等とは、研究成果を用いて新たな商品や便益の開発を行うこと

により、将来的に利益を享受することとなる民間企業等です。 

（２）自己負担の対象とならない民間企業等とその理由

参画民間企業等 理 由 

（注１）自己負担の対象とならない民間企業等がある場合、当該名称と理由を記載して下さい。 

（注２）原則として、セクターⅣに分類される機関（民間企業、公益・一般法人、ＮＰＯ法人、協同

組合、農林漁業者）について記載してください。セクターⅠ～Ⅲに分類される機関は記載の

必要はありません。 
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＜研究グループ（コンソーシアム）研究代表機関： ＞ 

（１）各年度別経費内訳（単位：千円）

大項目 中項目 年度 年度 年度 年度 年度 計 

直 

接 

経 

費 

1.物品費 設備備品費 

消耗品費 

2.旅 費 旅 費 

3.人件費

・謝金

人件費 

謝金 

4.その他 外注費 

その他 

消費税相当額 

間接経費 

（上記経費の30%以内） 

自己資金 

合 計 

※ 「府省共通経費取扱区分表」の項目毎に記載してください。

（２）設備備品費の内訳（単位：千円） 

設備備品名 

(ﾒｰｶｰ名・規格等を併記) 

数量 

(単位) 

単価 金 額 使用目的及び必要性 設置部署 

( 年度) 

○○分析機器

（メーカー名･型番）

( 年度) 

( 年度) 

※１ （１）各年度別経費内訳表の「１．物品費のうち設備備品費」欄に計上した設備備

品費の内訳を記載してください。 

※２ 設備備品費は、原則、初年度に計上してください。

また、計上していない設備備品の購入は、原則、認められません。 

※３ 汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は当該研究に必要な理由を添付して

ください。なお、原則、レンタル・リースでの導入になります。 

※４ 100 万円以上の高額な備品については、リースを検討してください。なお、１年間

のリース料が 100 万円を超える場合は、「（４）雑役務費の内訳」に記載してくださ

い。 
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（３）人件費の内訳（単位：千円） 

人数 期間 

(月) 

金 額 業務内容 配属先 

(  年度) 

ポストドクター 

５ ８ ○○ １（１）・・・・を担当 

２（３）・・・・ 

○○大

学 

○○社

実験補助者 ３ ７ ○○ ２（２）・・・・ ○○研

究所 

( 年度) 

・・・・

( 年度) 

( 年度) 

※ 複数の使用を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。

（４）雑役務費（１件当たり 100 万円以上）の内訳（単位：千円）

件名 数量 

(単位) 

単価 金 額 使用目的及び必要性 設置部署 

( 年度) 

( 年度) 

( 年度) 

※１ １件当たり 100 万円以上の雑役務（試作品作成・データ分析・賃貸借 等）を計画

している場合に記載してください。 

※２ ３件以上を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。
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（５）試作品の内訳（単位：千円） 

試作品名 

（仕様等を併記） 

数量 

(単位) 

単価 金 額 使用目的及び必要性 設置部署 

( 年度) 

( 年度) 

( 年度) 

※「物品費」または「その他」の所要額のうち、試作品を予定する場合は記載してくださ

い。

（注１）委託費の内訳は、「府省共通経費取扱区分表」に従って記載してください。 

（注２）各所要額は、消費税（８％）込みで記載してください。 

（注３）外国旅費は原則認めておりません。なお、外国での研究等が不可欠な場合には、

どのような研究をどこの国で行う必要があるのか、「Ⅱ－２－（５）研究課題及び

研究項目ごとの研究費見込額」に具体的に記載してください。その際は、欄外に外

国旅費の見積額を記載してください（記載例 2017 年度外国旅費○○○千円）。

（注４）消費税相当額は、消費税課税事業者のみ消費税相当額を計上し、直接経費のうち

非課税取引・不課税取引・免税取引に係る８％に相当する額を計上してください。

具体的には、「３．人件費・謝金」の８％に相当する額を計上してください（人件

費のうち派遣業者からの派遣研究員に係る経費は課税対象経費のため対象外）。ま

た、「人件費・謝金」以外に非課税・不課税・免税取引を予定する場合は、把握で

きる範囲で計上してください。 

地方公共団体・免税事業者の非課税団体等については計上できません（所要額欄

に「－」を記載する）。 

（注５）間接経費は、直接経費の３０％に相当する額以内で計上してください。 
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＜研究管理運営機関分： ＞ 

※研究を実施しない研究管理運営機関の場合は、以下の表を作成してください。該当しな

い場合は削除してください。 

（１）各年度別経費内訳（単位：千円）

大項目 中項目 年度 年度 年度 年度 年度 計 

直 

接 

経 

費 

1.物品費 設備備品費 

消耗品費 

2.旅 費 旅 費 

3.人件費

・謝金

人件費 

謝金 

4.その他 外注費 

その他 

消費税相当額 

一般管理費 

（上記経費の15%以内） 

合 計 

※ 「府省共通経費取扱区分表」の項目毎に記載してください。

（２）設備備品費の内訳 （単位：千円） 

設備備品名 

(ﾒｰｶｰ名・規格等を併記) 

数量 

(単位)

単価 金 額 使用目的及び必要性 設置部署 

( 年度) 

( 年度) 

( 年度) 

※１ （１）各年度別経費内訳表の「１．物品費のうち設備備品費」欄に計上した設備備

品費の内訳を記載してください。 

※２ 設備備品費は、原則、初年度に計上してください。

また、計上していない設備備品の購入は、原則、認められません。 

※３ 汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は当該研究に必要な理由を添付して

ください。なお、原則、レンタル・リースでの導入になります。 

※４ 100 万円以上の高額な備品については、リースを検討してください。なお、１年間

のリース料が 100 万円を超える場合は、「（４）雑役務費の内訳」に記載してくださ

い。
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（３）人件費の内訳 （単位：千円） 

人数 期間 

(月)

金 額 業務内容 配属先 

(  年度) 

ポストドクタ

ー 

５ ８ ○○ １（１）・・・・を担当 

２（３）・・・・ 

○○大学

○○社

実験補助者 ３ ７ ○○ ２（２）・・・・ ○○研究所

( 年度) 

( 年度) 

( 年度) 

※ 複数の使用を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。

（４）雑役務費（１件当たり100万円以上）の内訳 （単位：千円） 

件名 数量 

(単位)

単価 金 額 使用目的及び必要性 設置部署 

( 年度) 

( 年度) 

( 年度) 

※１ １件当たり 100 万円以上の雑役務（試作品作成・データ分析・賃貸借 等）を計画

している場合に記載してください。 

※２ ３件以上を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。

（注１）研究コンソーシアムの経理に責任を持つ経理執行機関（研究管理運営機関）と、

研究統括者を配置する代表機関とを区分することができます。研究管理運営機関に

ついて、直接研究者を配置しない機関（産業振興系の財団や会計事務所等）を含め

ることを可能とし、活動費は直接経費で工面することが可能です。 

（注２）委託費の内訳は、「府省共通経費取扱区分表」に従って記載してください。 

（注３）各所要額は、消費税（８％）込みで記載してください。 

（注４）研究管理運営機関は外国旅費を計上できません。 

（注５）消費税相当額は、消費税課税事業者のみ消費税相当額を計上し、直接経費のうち
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非課税取引・不課税取引・免税取引に係る８％に相当する額を計上してください。

具体的には、「３．人件費・謝金」の８％に相当する額を計上してください（人件

費のうち派遣業者からの派遣研究員に係る経費は課税対象経費のため対象外）。ま

た、「人件費・謝金」以外に非課税・不課税・免税取引を予定する場合は、把握で

きる範囲で計上してください。 

地方公共団体・免税事業者の非課税団体等については計上できません（所要額欄

に「－」を記載する）。 

（注６）一般管理費は、直接経費の１５％を上回らない範囲で必要額の計上が認められま

す。 
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＜研究グループ（コンソーシアム）構成員： ＞ 

※参画共同研究機関ごとにシートを作成してください。単独での応募の場合は削除してく

ださい。 

（１）各年度別経費内訳（単位：千円）

大項目 中項目 年度 年度 年度 年度 年度 計 

直 

接 

経 

費 

1.物品費 設備備品費 

消耗品費 

2.旅 費 旅 費 

3.人件費

・謝金

人件費 

謝金 

4.その他 外注費 

その他 

消費税相当額 

間接経費 

（上記経費の30%以内） 

自己資金 

合 計 

※ 「府省共通経費取扱区分表」の項目毎に記載してください。

（２）設備備品費の内訳 （単位：千円） 

設備備品名 

(ﾒｰｶｰ名・規格等を併記

) 

数量 

(単位)

単価 金 額 使用目的及び必要性 設置部署 

( 年度) 

( 年度) 

( 年度) 

※１（１）各年度別経費内訳表の「１．物品費のうち設備備品費」欄に計上した設備備

品費の内訳を記載してください。 

※２ 設備備品費は、原則、初年度に計上してください。

また、計上していない設備備品の購入は、原則、認められません。 

※３ 汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は当該研究に必要な理由を添付し

てください。なお、原則、レンタル・リースでの導入になります。 

※４ 100 万円以上の高額な備品については、リースを検討してください。なお、１年間

のリース料が 100 万円を超える場合は、「（４）雑役務費の内訳」に記載してくだ

さい。 
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（３）人件費の内訳（単位：千円） 

人数 期間 

(月)

金 額 業務内容 配属先 

(  年度) 

ポストドクター 

５ ８ ○○ １（１）・・・・を担当 

２（３）・・・・ 

○○大

学 

○○社

実験補助者 ３ ７ ○○ ２（２）・・・・ ○○研

究所 

( 年度) 

( 年度) 

( 年度) 

※ 複数の使用を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。

（４）雑役務費（１件当たり100万円以上）の内訳（単位：千円） 

件名 数量 

(単位)

単価 金 額 使用目的及び必要性 設置部署 

( 年度) 

( 年度) 

( 年度) 

※１ １件当たり 100 万円以上の雑役務（試作品作成・データ分析・賃貸借 等）を計画

している場合に記載してください。 

※２ ３件以上を計画している場合は適宜行を挿入し、必要事項を記載してください。

（５）試作品の内訳（単位：千円） 

試作品名 

（仕様等を併記） 

数量 

(単位)

単価 金 額 使用目的及び必要性 設置部署 

( 年度) 

( 年度) 
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( 年度) 

※「物品費」または「その他」の所要額のうち、試作品を予定する場合は記載してくださ

い。

（注１）委託費の内訳は、「府省共通経費取扱区分表」に従って記載してください。 

（注２）各所要額は、消費税（８％）込みで記載してください。 

（注３）外国旅費は原則認めておりません。なお、外国での研究等が不可欠な場合には、

どのような研究をどこの国で行う必要があるのか、「Ⅱ－２－（５）研究課題及び

研究項目ごとの研究費見込額」に具体的に記載してください。その際は、欄外に外

国旅費の見積額を記載してください（記載例 2017 年度外国旅費○○○千円）。

（注４）消費税相当額は、消費税課税事業者のみ消費税相当額を計上し、直接経費のうち

非課税取引・不課税取引・免税取引に係る８％に相当する額を計上してください。

具体的には、「３．人件費・謝金」の８％に相当する額を計上してください（人件

費のうち派遣業者からの派遣研究員に係る経費は課税対象経費のため対象外）。ま

た、「人件費・謝金」以外に非課税・不課税・免税取引を予定する場合は、把握で

きる範囲で計上してください。 

なお、地方公共団体・免税事業者の非課税団体等については計上できません（所

要額欄に「－」を記載する）。 

（注５）間接経費は、直接経費の３０％に相当する額以内で計上すること。 
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（別紙）Ⅴ．各研究機関等の研究費の詳細見込額の記載事項 

全体分、応募研究機関（又は代表機関）又は研究管理運営機関及び共同研究機関ご

とに研究終了年度までの研究予算の所要額及びその内訳を記載してください。 

 代表機関及び共同研究機関にあっては、①直接経費、②間接経費を計上できます。

ただし、研究を実施しない研究管理運営機関の場合は、間接経費を計上できませんが、

代わりに③一般管理費を計上できます。 

 なお、各項目の具体的な内容は、「府省共通経費取扱区分表等について」をご確認

ください。 

（１）各年度別経費内訳

① 直接経費（応募研究機関（又は代表機関）又は研究管理運営機関、共同研究機関と

も共通） 

 研究の遂行（研究管理運営機関の場合は、研究の管理・運営を含みます。）、研

究成果の取りまとめ、国民との科学・技術対話（アウトリーチ活動）及び普及支援

に直接必要とする経費。 

「１．物品費」、「（１．物品費のうち設備備品費）」、「２．旅費」、「３．

人件費・謝金」、「（３．人件費・謝金のうち人件費）」、「４．その他」、「（４．

その他のうち消費税相当額）」欄について、年度別の所要額を千円単位（消費税込

み）で記載してください。消費税は８％で計算してください。 

外国旅費は原則認めておりません。なお、外国での研究等不可欠な場合には、ど

のような研究をどこの国で行う必要があるのか、「Ⅱ－２－（５）研究課題及び研

究項目ごとの研究額見込額」に具体的に記載してください。その際は、欄外に外国

旅費の見積額を記載してください（記載例 2017 年度外国旅費○○○千円）。

なお、消費税相当額は、消費税課税事業者のみ消費税相当額を計上し、直接経費

のうち非課税取引・不課税取引・免税取引に係る８％に相当する額を記載してくだ

さい。具体的には、「３．人件費・謝金」の８％に相当する額を記載してください

（人件費のうち派遣業者からの派遣研究員に係る経費は課税対象経費のため対象

外）。また、「人件費・謝金」以外に非課税・不課税・免税取引を予定する場合は、

把握できる範囲で計上してください。なお、地方公共団体・免税事業者等の非課税

団体については、計上できません（所要額欄に「－」と記載する）。 

② 間接経費（応募研究機関（又は代表機関）、共同研究機関とも共通）

研究機関等が研究遂行に関連して間接的に必要とする経費であり、管理部門、研究

部門、その他関連事業部門に係る施設の維持運営経費等の実施を支えるための経費

であって、直接経費として充当すべきもの以外の経費です。

間接経費については、直接経費の 30％以下に当たる額を上限として計上してくだ

さい。 

なお、所要額については管理部門等とあらかじめよく相談の上、計上してくださ

い。 
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研究を実施しない研究管理運営機関の場合は、間接経費は計上できませんが、代わ

りに一般管理費を計上できます。 

③ 一般管理費（研究を実施しない研究管理運営機関のみ）

研究管理運営業務の遂行に直接関連していないが、当該業務推進のために必要な事

務費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務職員の人件費及び補助職員

賃金等であって、直接経費の 15％を上回らない範囲で必要額の計上が認められます。 

（２）設備備品費の内訳（応募研究機関（又は代表機関）又は研究管理運営機関、共同研究

機関とも共通） 

 「（１）の各年度別経費内訳（単位：千円）」の直接経費に記載した「（１．物品

費のうち設備備品費）」について、「設備備品名・メーカー名・規格等」、「数量・

単位」、「単価」、「金額」、「使用目的及び必要性」及び「設置部署」を個々の設

備備品ごとに記載してください。 

なお、原則、設備備品は初年度に計上してください。 

また、計上していない設備備品の購入は、原則、認められません。 

汎用性の高い備品（パソコン、フリーザー等）は当該研究に必要な理由を添付して

ください。 

なお、原則、レンタル・リースでの導入になります。 

100 万円以上の高額な備品については、リースを検討してください。なお、１年間の

リース料が 100 万円を超える場合は、「（４）雑役務費の内訳」に記載してください。 

（３）人件費の内訳（応募研究機関（又は代表機関）又は研究管理運営機関、共同研究機

関とも共通） 

研究 1 機関あたり、毎年度雇用予定のポストドクター、研究補助員等の人数及び経費を

記載してください。なお、区分については「府省共通経費取扱区分表」に基づき、記載し

てください。 

（４）雑役務費（１件当たり 100 万円以上）の内訳（単位：千円）（応募研究機関（又は

代表機関）又は研究管理運営機関、共同研究機関とも共通）

１件当たり 100 万円以上の雑役務（試作品作成・データ分析・賃貸借 等）を計画

している場合に記載してください。費目は「その他」となります。 

（５）試作品の内訳（応募研究機関（又は代表機関）、共同研究機関とも共通）

「物品費」または「その他」の所要額のうち、試作品を予定する場合は、その試作

品について、「試作品名・仕様等」、「数量・単位」、「単価」、「金額」、「使

用目的及び必要性」及び「設置部署」を個々の試作品ごとに記載してください。

218



研究組織（研究統括者及び研究分担者） 

氏名（年齢） 

研究者番号 

所属研究機関 

部局・職名 

現在の専門 

学位（最終学歴） 

役割分担 

○○年度

研究項目 

○○年度

研究経費 

（千円） 

エフ

ォ

ート 

（％） 

研

究

統

括

者 

研

究

分

担

者 
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計 00名 ○○年度研究経費合計

※ 研究期間中の各年度について、様式をコピーして記載してください。

※ 研究項目には中課題及び小課題名を記載してください。

※ 中課題責任者には○、小課題責任者には△を該当する研究項目の前に記載してくださ

い。研究計画の遂行に関し、名目的に名前を連ねるなど、実質的な責任を負わない者は、

研究分担者として加えることができないので注意してください。 

※ エフォート（研究専従率）は、当該研究者の全仕事時間に占める本研究課題に充てる

時間の割合（小数点以下を四捨五入した整数値）を記載してください。
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様式２－１（研究課題概要図）Ａ４用紙１枚（縦・横いずれでも可）・必須 

課題名 

※ 留意事項

１．様式２－２（研究課題のポイント）の記載内容を踏まえ、研究課題の全体像が体

系的に分かるように、イラスト・写真・図表などを用いて、研究の目標と概要を中

心に、研究の背景や波及効果、農林水産業・食品産業への貢献を加味した平易で簡

潔なフロー図を作成してください。 

２．必ずＡ４用紙 1 枚にまとめてください。必要に応じて用紙を横長に使用しても構

いません。 

具備すべき項目 

〇研究の目的、達成目標 

〇研究内容の概要 

〇参画研究機関の役割と連携関係 

〇実用化されることによる波及効果、国民生活等への貢献 
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様式２－２（研究課題のポイント） 

本様式には、研究課題提案内容のポイントのなる事項を簡潔に記載していただきます。

そのため、様式３「研究課題内容」に掲載して頂く事項と齟齬が無いように記載してく

ださい。 

文字数制限は厳守して頂くとともに、分かりやすい表現を工夫してください。（文字

数をオーバーした場合は削除されます。）。 

また、「→p.○」には、各項目の詳細事項が記載されている「様式３」のページ番号

を記載してください。 

① 背景・目的

（→p.○）

（200文字以内厳守） 

農林水産・食品分野等の生産現場等や行政施策推進上で解決が求められている問題

点など研究の背景・目的について、簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

※本項目に記載した内容は、採択後に公表する場合があります。

② 研究の目標

（→p.○）

（300文字以内厳守） 

本研究において、最終的に目標としている技術・成果を、具体的な数値を用いる等

により簡潔に３００文字以内厳守で記載してください。 

なお、重点課題の加算ポイントに該当する場合は、重点課題との関連性等を記載し

てください。 

③ 研究の概要

（→p.○）

（200文字以内厳守） 

「②研究の目標」に到達するため、本研究課題で行おうとしている研究の概要に

ついて、簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

※本項目に記載した内容は、採択後に公表する場合があります。

④ 関連する既往の研究成果

（→p.○）

（200文字以内厳守） 

本研究課題に関連する既往の研究成果を、簡潔に２００文字以内厳守で記載してく

ださい。 

⑤ 成果普及の見込み

（→p.○）

（200文字以内厳守） 

創出する技術・成果がどの程度普及する見込みであるか、簡潔に２００文字以内

厳守で記載してください。 
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⑥ 成果が普及することにより期待する経済効果  

（→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

創出する技術・成果が普及した場合に期待される経済効果を、可能な限り数値を用

いて、簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

 

⑦ 成果が普及することよる国民生活への貢献 

 （→p.○） 

（200文字以内厳守） 

 

創出する技術・成果が普及することにより、国民生活にどのように貢献できるの

か、簡潔に２００文字以内厳守で記載してください。 

※本項目に記載した内容は、採択後に公表する場合があります。 

 

⑧成果の主な波及先 

 
記載例：全国（○○県） 

※以下の「成果の主な波及先」を参考に記載してください。 

 

※「成果の主な波及先」について（提出に当たり、削除してください） 

本課題での研究成果をどの地域で活用するのか、或いはどの地域をターゲットにした

研究開発か、以下のいずれかで記載してください。 

○全国 

○各ブロック（以下から該当するものを記載、複数記載可能） 

記 載 項 目 波 及 先 

北海道ブロック 北海道全域 

東北ブロック 東北農政局管内 

関東ブロック 関東農政局管内 

北陸ブロック 北陸農政局管内 

東海ブロック 東海農政局管内 

近畿ブロック 近畿農政局管内 

中国ブロック 中国四国農政局管内のうち鳥取、島根、岡山、広島及び山口県 

四国ブロック 中国四国農政局管内のうち徳島、香川、愛媛及び高知県 

九州沖縄ブロック 九州農政局管内及び沖縄県 

○各都道府県単位（各県名等を記載、複数記載可能） 

また、「全国」及び「波及先が複数県にまたがる場合」は、括弧書きで「主に波及の中 
心となる都道府県」を併せて記載してください。 

（記載例）  

・波及先が全国である場合：「全国（○○県）」 

・波及先が関東ブロック、東北ブロックである場合 

：「関東ブロック・東北ブロック（○○県）」 
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・波及先が広島県、山口県、福岡県など複数のブロックにまたがる場合

：「広島県、山口県、福岡県（○○県）」 

※○○には主に波及の中心となる都道府県を記載

様式２－３（共同研究グループの構成） 

※本様式では、どのような研究グループを構成し、研究を進めるのかを記載して頂きます。 

※様式１ 研究計画調書の「研究組織（研究統括者及び研究分担者）」の内容との整合性に

注意して記載してください。 

① 研究グループの構成

－ 

セク

ター

番号

機関名（支所等名まで記載） 役割分担（詳細に記載） 

代表機関 Ⅲ （独）○○機構○研究センター 総括研究機関として全体総括及び調整を図

る。・・・の解析や・・・・・・・・・技

術の開発を実施する。 

開発された・・・・・・技術等の研究成果等を

参画機関に提供するとともに、ウェブサイト等

により全国に公開する。 

共同研究 

機関 

Ⅰ ○○県○○試験場○○支所 ○○大学が解析した・・・・・・・・・・

・情報を基に・・・・・・・・・・・・・

評価手法を開発するとともに、・・・・・

・・・・の現地調査を行い、・・・・・・

・技術の開発も併せて実施する。

Ⅰ ○○県○○研究センター 各参画機関の研究情報、評価手法及び試作

品の改良を踏まえて、・・・・・・・・・

・マニュアルを作成して配布する。

Ⅱ ○○大学○○学部 本研究の基盤となる・・・・・・・・・の

解析を実施する、また、その成果を踏まえ

た・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・の解明を行う。解析の結果、明らかにな

った・・・・・・・・・情報を他の参画機

関に提供し、研究課題の推進を図る。 

Ⅲ （独）○○機構○研究所 ○○大学、○○県○○試験場○○支所の解

析した情報を基に○○株式会社と共同で・

・・・・・・・の試作を実施する。プロト

タイプ（試作品）を作成し、使用者の意見

を聞きながら改良を加える。 

Ⅳ ○○株式会社

※農林漁業者の場合：

○○機構○研究所と共同で・・・・・・・

の試作を実施する。プロトタイプを作成し

セクター番号は、公募要領「共通事項３（１）研究機関等

の分類」を参照すること。 
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畜産業 ○○太郎 、使用者の意見を聞きながら改良を加えて

、実用化を図る。 

（必要に応じて行を追加・削除） 

② 研究グループの関係図

参画する研究機関がどのような関係性をもって、研究を実施するのか図で記載して

ください。 
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様式２－４（「知」の集積と活用の場 研究開発プラットフォームの概要） 

１ 「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 研究開発プラットフォームからの応募 

【該当の有無】 

２ 研究開発プラットフォーム名と届出完了日（届出書の写しを添付） 

【プラットフォーム名】 

【届出完了日】 

３ プロデューサーの氏名と所属 

【氏名】 

【所属】 

４ 研究開発プラットフォームの目的 

５ 研究開発プラットフォームの構成員 

・ 

・ 

・ 

・・ 

※個人会員は氏名と所属を記載の上、【個人会員】と記載してください。

６ 応募の経緯（活動実績を含む） 

・ 

・ 

・・

・ 

※どのような経緯で研究開発プラットフォームから研究コンソーシアムを設立し、今回の

研究課題を応募したかを記載してください。（研究開発プラットフォームの活動実績を記

載して下さい） 

７ プロデューサーの承認 

研究開発プラットフォームのプロデューサーが責任を持って、当研究課題の提案を承認
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できる場合は、以下の様式に○を記入してください。 

当該研究開発プラットフォームのプロデューサーは、

当研究課題の提案について承認しています。 
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様式３ 研究課題内容 

Ⅰ．必要性について
※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。

本欄には、研究の全体構想及びその中での本研究の具体的な目的について、適宜文献を引用しつつ記入してくだ

さい。農林水産・食品分野等の生産現場等や行政施策推進上で解決が求められている問題点など研究の背景・目的

について、簡潔に記載してください。

また、本文については、項目を分けて上で記入し、合わせて行政施策等との関係などを記入してください。

１．研究目的 

（１）提案のきっかけとなった農林水産業･食品産業等における技術的課題

※ 科学的・技術的観点からの研究目的・背景について記載してください。その際、

単に、人口、食料、環境問題の解決への貢献といった抽象的な目標ではなく、「農

林水産研究基本計画」も参照しつつ、農林水産・食品分野において、①何が問題と

なっており、②どのような技術開発が必要とされているのか、または、③どのよう

な新しい産業技術シーズとなるのか等について、既存技術・分野との対比を含めて

具体的に記載してください。

（２）科学的・技術的観点からの新規性・先導性・優位性

※ 現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏まえて、研究内容に科学的意義に

対する新規性・独創性が分かるように記載してください。

また、技術水準が高く類似する研究成果が他方にも存在する場合、提案する研究

課題の先導性・優位性が分かるように記載してください。 

（３）本研究における最終目標及び技術的成果

※ 本研究において、最終的に目標としている技術・成果を、定量的な目標等を具体

的に記載してください。

※ 重点課題のうち、「生産性向上等に資する課題」、その他数値目標が示されてい

る重点課題の解決に寄与するとした場合は、数値目標を必ず記載してください。

（４）行政施策への貢献について

※総合科学技術・イノベーション会議「科学技術基本計画」や農林水産省「農林水産

研究基本計画」等に記載されている国の科学技術行政施策にどのように貢献するの

か、また、重要性、将来性の観点から必要性について具体的に記載してください。 
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（５）公募要領別紙に示す「行政施策推進上、解決を早急に図る必要性の高い重点課題

」との関係について（該当する場合のみ） 

該当する重点課題（局名等） （ ） 

該当する 

理由 

（200文字程度で簡潔に） 

※ 別紙の「重点課題」の解決に明確に寄与する研究課題である場合は、どの重点課題と

関係しているか、どのように課題解決に寄与するのかを具体的に記載してください 

（６）各種施策を促進するための戦略・計画等との関係について（該当研究課題のみ記載） 

① 以下の７つの各種施策を促進するための戦略・計画等に該当する場合、

下記表の右欄の「該当の有無」に○を付けてください。 

各種施策を促進するための戦略・計画等との関係について 該当の有無 

① 総合特別区域計画法（平成23年法律第81号）に基づき、先駆的取

組を行う実現可能性の高い地域に国と地域の政策資源を集中し、

オーダーメイドで総合的に支援する地域として認定を受けた「総

合特別区域計画」に基づく研究課題 

② 文部科学省、経済産業省、農林水産省及び総務省が、地域イノベ

ーションの創出に向けた主体的かつ優れた構想を持つ地域を共同

で選定した地域イノベーション戦略推進地域から提案された研究

課題

③ 「地域活性化の推進に関する関係閣僚等会合に基づき、地域が直

面している「超高齢化・人口減少社会における持続可能の都市・

地域の形成」及び「地域産業の成長・雇用の維持創出」の施策テ

ーマの成功事例（モデルケース）として選定された地域活性化プ

ラットフォームのモデルケースから提案された研究課題

④ 六次産業化・地産地消法に基づき認定を受けた若しくは認定を前提と

した「研究開発・成果利用事業計画」に基づき策定された研究課題

⑤ 農商工等連携促進法に基づき認定を受けた若しくは認定を前提とし

た「農商工連携等事業計画」に基づき策定された研究課題

⑥ 地域再生法に基づき認定を受けた若しくは認定を前提とした「地域再

生計画」において本事業に対する支援措置要望の記載がある研究課題

⑦ グローバル・フードバリューチェーン戦略への貢献を目的として、多

国間や他国の研究機関との間で、締結又は締結見込みである研究開発
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に係るMOC（Memorandum of Cooperation：協力覚書）やWorkplan（研

究計画）に基づく研究課題 

② 上記のいずれかに該当する場合、「戦略・計画又は取組の名称・概要」及び

「戦略・計画又は取組における提案研究課題の位置付け」を簡潔に記載して

ください。

なお、「認定を前提とした」とは、当該計画を担当府省に提出しており、

認定待ちであることを言います。

 また、⑦の場合は、「グローバル・フードバリューチェーン戦略」の

どの項目に貢献するのかも併せて記載してください。 

認定されている計画 ①研究開発・成果利用事業計画等 

計画の名称 

計画の概要 （200文字程度で簡潔に） 

計画における提案研究課題及び研究参画機関の位置

づけ 

（200文字程度で簡潔に） 

※複数該当する場合は、欄を追加してください。

（７）研究成果の出口戦略について

 創出される研究成果の事業化・実用化に向けた出口戦略（ビジネスモデル）を記載し

てください。 

 研究期間内も含め、「何（研究成果）を」、「いつ（までに）」、「誰が（どのよう

な役割分担で）」、「どのように」、「どこへ」、「どのくらい、どの程度」がわかる

ように、数値等を用いながら具体的に作成してください。 
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Ⅱ．効率性について 

※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。 

本欄には、研究目的を達成するための具体的な研究計画・方法について、年度毎の計画に分けて、項目別に記述して

ください。 

 

２ 研究計画・方法 

（１）研究の概要  

※「研究の目標」に到達するため、本研究課題で行おうとしている研究の概要に

ついて、簡潔に記載してください。 

 

 

 

 

 

（２）研究課題の構成及び年次計画 

※ 研究課題の最小単位（中課題又は小課題）における研究実施期間を矢印を用いて

図示してください。 

※ 中課題順に１．、２．、・・、小課題順に（１）、（２）、・・と番号を付して

ください。 

※ 共同研究機関については、研究の効果的・効率的な推進を図る観点から、課題構成

と参画機関の役割分担を明確にするとともに、参画機関数は過度に多くならないよう

に配慮してください。（１小課題（最小単位の課題）は、原則として１機関で分担す

る体制としてください。）。 

※ 研究推進会議等に出席するのみで研究を実施しない年度には、矢印を引かないでく

ださい。 

※ 様式１ 研究計画調書の「研究組織（研究統括者及び研究分担者）」の内容との整

合性に注意して記載してください。 
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研 究 項 目 研究者氏名 所属機関・部署・役職名
研究期間

年度 年度 年度 
研究統括者 

１．○○における△△の確立 

(1)・・・・・・の解析

(2)・・・・・・の開発

(3)・・・・・・の試作

２．○○における△△の開発 

(1)・・・・・・の解明

(2)・・・・・・の開発

(3)・・・・・・の解析

◎・・・・ 

○・・・・ 

△・・・・ 

△・・・・ 

△・・・・ 

○・・・・ 

△・・・・ 

△・・・・ 

△・・・・ 

（独）○○機構○○研究センター 

○○研究室主席研究員

○○大学○○部○○研究室教授

○○大学○○部○○研究室助教

○○県○○試験場○○支所

○○室主任

（独）○○機構○○研究所 

○○チーム主任

（独）○○機構○○研究所 

○○チーム

○○大学○○部○○研究室教授

○○株式会社○○チーム主査

○○大学○○部○○研究室教授

（３）研究項目ごとの研究内容及び中間時の進捗状況

※ 研究課題を細分化した中課題ごとに又は中課題を更に細分化した小課題ごとに具体

的な研究内容（試料・材料、対象、調査・分析手法等の詳細）及び課題間の関係につ

いて記載してください。 

※ 中課題順に１．、２．、・・、小課題順に（１）、（２）、・・と番号を付してく

ださい。

（「Ⅰ－１．研究目的」及び「Ⅰ－１．（３）本研究における最終目標及び技術的

課題」に対応した内容となるよう留意し、かつ「Ⅱ－２－（５）．研究課題及び研

究項目ごとの研究費見込額」で要求している内容が読み取れるような内容としてくださ

い。）

※ 中間時までの研究内容及び進捗状況を、最終目標までの研究内容を記載してくださ

い。

※ 中間時については、研究実施期間が３年の研究課題のみ、２年目の１月末時点での

進捗目標を、研究の最終目標を 100％とした場合の進捗状況を具体的に数値（％）で 
記載してください。 

※ 中間時の目標が複数ある場合は、目標ごとに記載してください。
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（記載例） 

１．○○における△△の確立（中課題１） 

 本中課題においては、・・・・・・・・・・・・・・・・・について研究を 

実施し、・・・・・・・・・・・・・を確立することを目標とする。 

このため、中間時までに・・・・・・・・・を実施し、・・・・・・をするこ 

とを目標とする。            （中間時の進捗目標値 ５０％） 

（１）・・・・・・の解析（小課題１） 

本小課題においては、・・・・・・を用いて・・・・・の解析を実施し、

・・・・・・・なデータを収集する。解析結果を小課題（２）に提供する。

具体的には、

１年目は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を実施する。

２年目は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を実施する。

３年目は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を実施する。

（２）・・・・・・の開発（小課題２） 

  本小課題においては、・・・・・・・・

（３）・・・・・・の試作（小課題３） 

本小課題においては、・・・・・・・・

（４）研究成果である開発技術の評価と改善の内容

※ 研究成果である開発技術の評価と改善の内容について、中課題ごとにユーザーの

評価と改善の方法について記載して下さい。 

（記載例） 

１．○○における△△の確立（中課題１） 

（２）・・・・・・の開発（小課題２） 

  本小課題では、１年目に開発する試作機について、２年目にユーザーであ 

る・・・・・・に実際に使用してもらい、３年目にユーザーの意見を踏まえ

ながら改良し完成させる。 
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（５）研究課題及び研究項目ごとの研究費見込額

※ 研究課題の最小単位（中課題又は小課題）における各年度の所要見込額を参画研

究機関単位で記載してください。参画機関別の所要見込額の合計額は、「様式１ 研

究計画調書」の各年度経費内訳の「研究グループ（コンソーシアム）代表機関」、

「研究グループ（コンソーシアム）」及び「研究組織（研究統括者及び研究分担者）」

に記載した経費の合計額と一致させてください。 

※ 様式１ 研究計画調書の「研究組織（研究統括者及び研究分担者）」の内容との整

合性に注意して記載してください。 

研 究 項 目 研 究 機 関
所要経費（千円）

年度 年度 年度 
研究統括者 

１．○○における△△の 

確立 

(1)・・・・・・の解析

(2)・・・・・・の開発

(3)・・・・・・の試作

２．○○における△△の 

開発 

(1)・・・・・・の解明

(2)・・・・・・の開発

(3)・・・・・・の解析

（独）○○機構○○研究 

センター

○○大学○○部○○研究室

○○大学○○部○○研究室

○○県○○試験場○○支所

（独）○○機構○○研究所 

（独）○○機構○○研究所 

○○大学○○部○○研究室

○○株式会社

○○大学○○部○○研究室

００，０００ 

００，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

００，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

００，０００ 

００，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

００，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

０，０００ 

００，０００ 

００，０００ 

０，０００

０，０００

０，０００

００，０００ 

０，０００

０，０００

０，０００
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Ⅲ．有効性について

３．農林水産業・食品産業や社会・経済への貢献 

（１）期待される波及効果

※ 技術開発等により、農林水産業・食品産業の発展に期待される効果について、過

去の地域に対する技術導入経緯や実績から見た今後の将来性、当該技術が他の地域

へ波及する可能性、異分野等への知的貢献を含めた波及効果、政策の立案・推進上

の効果、新産業が創出される可能性と経済効果等も含めて、可能な限り数値を用い

て記載してください。

（２）研究成果により期待されるマクロ的な経済効果

※ 研究成果を生産現場等へ導入した場合の技術の代替効果、付加価値の付与等のマク

ロ的な経済的効果について、可能な限り定量的（試算で可）に記載するとともに、そ

の算出根拠についても具体的に記載してください。 

（３）国民生活への貢献

※ 研究成果が国民生活にどのように貢献できるのかを具体的に記載してください。

本欄には、提案課題に開発された研究成果の、農林水産業・食品産業や社会・経済への貢献、創出される研究成果の波

及効果及び行政施策にどのような効果をもたらすかについて項目別に記述して下さい。
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Ⅳ．研究業績（研究者情報）

４ 研究業績（研究者情報） 

※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。

本欄には、研究統括者及び研究分担者がこれまでに発表した論文、著書、産業財産権（特許出願番号等）、招待

講演のうち、本研究に関連する重要なものをresearchmapからコピーする方法により、現在から順に発表年次を過去

にさかのぼって記入してください。また、researchmapの記載がない場合は以下の様式○にで記入してください。

研究業績については、主に2013年以降の業績を中心に記入してください。ただし、それ以前の業績であっても、

本研究に深く関わるものやこれまでに発表した主要な論文等を記入しても構いません。

なお、学術誌へ投稿中の論文を記入する場合は、掲載が決定しているものに限ります。

例えば発表論文の場合、論文名、著者名、掲載誌名、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入してく

ださい。以上の各項目が記入されていれば、項目の順序を入れ替えても構いません。著者名が多数にわたる場

合は、主な著者を数名記入し以下を省略（量略する場合、その員数と、掲載されている順番を○番目と記入）

しても可とします。なお、主任研究者には下線を付してください。

参考 researchmap 操作マニュアル（業績をテキスト形式で表示する方法） 

https://researchmap.jp/manual/japanese/?%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E3%82%92%E3%83%8
6%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E3%81%A7%E8%A1
%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B

（researchmap のテキスト出力をコピー&ペーストした例） 

Extracellular esterases of phylloplane yeast Pseudozyma antarctica induce defect on cuticle layer 
structure and water-holding ability of plant leaves
Ueda Hirokazu, Mitsuhara Ichiro, Tabata Jun, Kugimiya Soichi, Watanabe Takashi, Suzuki Ken, 
Yoshida Shigenobu, Kitamoto Hiroko
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 99(15) 6405-6415 2015 年 8 月

A food-supply device for maintaining Cotesia vestalis, a larval parasitoid of the diamondback moth 
Plutella xylostella, in greenhouses
Shimoda Takeshi, Mitsunaga Takayuki, Uefune Masayoshi, Abe Junichiro, Kugimiya Soichi, 
Nagasaka Koukichi, Sano Kota, Urano Satoru, Suzuki Yoshito, Yano Eizi, Takabayashi Junji
BIOCONTROL 59(6) 681-688 2014 年 12 月

Leaf beetle larvae, Plagiodera versicolora (Coleoptera: Chrysomelidae), show decreased 
performance on uninfested host plants exposed to airborne factors from plants infested by 
conspecific larvae
Yoneya Kinuyo, Kugimiya Soichi, Takabayashi Junji
Applied Entomology and Zoology 49(2) 249-253 2014 年 5 月
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Parasitic wasp females are attracted to blends of host-induced plant volatiles: do qualitative and 
quantitative differences in the blend matter?
Uefune M, Kugimiya S, Ozawa R, Takabayashi J
F1000Research 2 57 2013 年

Starvation and herbivore-induced plant volatiles affect the color preferences of parasitic wasps
Uefune Masayoshi, Kugimiya Soichi, Shimoda Takeshi, Takabayashi Junji
BioControl 58(2) 187-193 2013 年 4 月

除草用酵素含有組成物及び有害植物の駆除方法 

特願 2012-288082    2012 年 12 月 28 日

花の香り由来の天敵昆虫誘引成分およびその利用 

特願 2014-202159    2014 年 9 月 30 日
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※ researchmap の記載がない場合は参考様式にで記入してください。

（参考様式） 

①研究統括者

研究統括者名 農林 太郎 

主な職歴と 

研 究 内 容 

西暦○○年～○○年 ○○大学○○学部助手 

西暦○○年～○○年 ○○大学○○学部助教授 

西暦○○年～○○年 ○○大学○○学部教授 

○○に関する研究に従事

○○○○の○○○栽培方法を開発（○○年）

※ 主な職歴と研究内容」は、職歴とこれまでの研究内容や商品・栽培法・新品種などの

開発や指針の作成事例を記載してください。 

②主な研究論文、著書及び特許の取得（研究統括者・研究分担者すべての者において

記載） 

※ 様式３ Ⅱ－２－（２）「研究者氏名」欄に記載した全ての研究者（研究統括者

を含む）について、その順にそって主な研究論文、著書及び特許（品種登録等）を

下記の記載例に従い記載してください。近年の重要なものを併せて５件以内で記載

してください。

※ 記載にあたっては、研究者一人当たり近年の重要なものを、in press のものから過

去にさかのぼって記載し、本研究課題に関係の大きいものについては、冒頭に◎印

をつけてください。

・雑誌の場合は、タイトル、著者名、学会誌名、巻（号）、ﾍﾟｰｼﾞ－ﾍﾟｰｼﾞ、発行年（西

暦） 

・書籍の場合は、タイトル、著者名、出版社名、発行年（西暦）

・特許の場合は、特許名、特許番号、取得又は出願年月日（西暦）の順に記載してく

ださい。

※ 民間企業・団体・農林漁業者については、申請課題の研究に関連する資格（例：

技術士、獣医師）、受賞歴、開発した製品実績等を記載しても可。

※ 論文・著書名の共著欄には全ての共著者を記載する。

※ 外国語論文の場合であっても、日本人の共著者については名前を日本語表記として

ください。

※ 本人及び研究分担者にはアンダーラインを付すこと。

※ 他の研究分担者の欄で前出された論文には、冒頭に「前出」と記載してください。 
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氏 名 学位 主な研究論文・著書・特許（近年の重要なものを５件以内） 

農林 太郎 

（研究統括者） 

博士 〈論文〉 

◎「○○○に関する研究」、農林太郎、水産次郎、畜産三郎

、○○学 会誌、1(1)、20-30(200○)

◎「Development of novel analysis method for ○○○○」農

林太郎、 Gaikokujin A., Gaikokujin B.Journal of Agriculture,
1 (1) 20-30(200○)

※外国語論文であっても、日本人の共著者の氏名は日本語

標記としてください。 

〈著書〉 

「○○の現状」、農林太郎、○○出版社（200○） 

〈特許〉 

「○○○の製造方法」、特願200○-○○○、出願200○年○月

○日

林業 花子 修士 特になし 

水産 次郎 学士 〈論文〉 

前出 ◎「○○○に関する研究」、農林太郎、水産次郎、

畜産三郎、 ○○学会誌、1(1)、20-30(200○)

（提案課題と関連があるものについては◎をつけること） 

（注）著者（共著者）に本人及び研究分担者が含まれる場合は名前にアンダーラインを付

すこと 
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５ 研究費の応募・受入等の状況・エフォート 

※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。

本応募課題の研究統括者及び研究分担者の応募時点における、（１）応募中の研究費、（２）受入予定の研究費

、（３）その他の活動について、次の点に留意し記入してください。なお、複数の研究費を記入する場合は、線を

引いて区別して記入してください。具体的な記載方法等については、研究計画調書作成・記入要領を確認してくだ

さい。

① 「エフォート」欄には、年間の全仕事時間を１００％とした場合、そのうち当該研究の実施等に必要となる時

間の配分率（％）を記入してください。

② 「応募中の研究費」欄の先頭には、本応募研究課題を記入してください。

③ 「(3)その他の活動」欄には、(1)応募中及び(2)受入予定の研究費による研究活動以外の職務として行う研究活

動や教育活動等のエフォートを記入してください。

④ 下記(1)、(2)、(3)のエフォートの合計は100％にしてください。

⑤ 必要に応じて行を挿入してください。また、不要な行は削除してください。

＜研究統括者＞ 

（１）応募中の研究費 

資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名）

研究課題名

（研究統括者氏名）

役割(代

表・分担

の別) 

平成29年

度の研究

経費

(期間全体の額)
(千円) 

エフ

ォー

ト(%

)

研究内容の相違点及び他

の研究費に加えて本応募

研究課題に応募する理由

【本応募研究課題】 

（H  ～H  ） 

代表 

（ ） （総額 　千円）

（ ） （総額 　千円）

（２）受入予定の研究費 

資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名）

研究課題名

（研究統括者氏名）

役割(代

表・分担

の別) 

平成29年

度の研究

経費

(期間全体の額)
(千円) 

エフ

ォー

ト(%

)

研究内容の相違点及び他

の研究費に加えて本応募

研究課題に応募する理由
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（ ） （総額 　千円）

（ ） （総額 　千円）

エフォート： ％ （３）その他の活動
＜研究分担者＞ 
（１）応募中の研究費

資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名）

研究課題名

（研究分担者氏名）

役割(代

表・分担

の別) 

平成29年

度の研究

経費

(期間全体の額)
(千円) 

エフ

ォー

ト(%

)

研究内容の相違点及び他

の研究費に加えて本応募

研究課題に応募する理由

【本応募研究課題】 

（H  ～H  ） 

代表 

（ ） （総額 　千円）

（ ） （総額 　千円）

（２）受入予定の研究費 

資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名）

研究課題名

（研究分担者氏名）

役割(代

表・分担

の別) 

平成29年

度の研究

経費

(期間全体の額)
(千円) 

エフ

ォー

ト(%

)

研究内容の相違点及び他

の研究費に加えて本応募

研究課題に応募する理由
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（ ） （総額 　千円）

（ ） （総額 　千円）

（３）その他の活動 エフォート： ％ 
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６ これまでに受けた研究費とその成果等 
※ 以下の黒枠の注釈は、枠ごと削除した上でご記入ください。

本欄には、研究統括者及び研究分担者がこれまでに受けた研究費（所属研究機関より措置された研究費、府省・地方

公共団体・研究助成法人・民間企業等からの研究費等。なお、現在受けている研究費も含む。）による研究

成果等のうち、本研究の立案に生かされているものを選定し、次の点に留意し記述してください。

（１）研究統括者及び研究分担者ごとの状況

※ 様式３ Ⅱ－２－（２）「研究者氏名」欄に記載した小課題責任者以上の者について、以

下に該当する場合は、該当者ごとに状況を記載願います。

 

＜研究統括者＞※ 

資金制度名： 

期間（年度）：  年度～ 年度 

研究課題名： 

研究統括者又は研究分担者の別： 

研究経費：  千円 

研究成果： 

中間評価結果： 

事後評価結果： 

（注意事項） 

※１ 当該様式のタイトル、金額の単位等は、各府省所管制度の実施要領等に基づく。

※２ 各種項目は当該資金制度に応じて適宜読み替えるものとする。

※３ 研究分担者等は人数に応じて適宜記入欄を追加する。
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〇　それぞれの研究費毎に、資金制度名、期間（年度）、研究課題名、研究統括者又は研究分担者の別、　

　研究経費（直接経費）を記入の上、研究成果及び中間・事後評価（当該研究費の配分機関が行うものに　

　限る。）結果を簡潔に記述してください



＜研究分担者＞※ 

資金制度名： 

期間（年度）：  年度～ 年度 

研究課題名： 

研究統括者又は研究分担者の別： 

研究経費：  千円 

研究成果： 

中間評価結果： 

事後評価結果： 

（注意事項） 

※１ 当該様式のタイトル、金額の単位等は、各府省所管制度の実施要領等に基づく。

※２ 各種項目は当該資金制度に応じて適宜読み替えるものとする。

※３ 研究分担者等は人数に応じて適宜記入欄を追加する。
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（２）本研究課題に関連する既往の研究成果

① 既往研究成果の概要

※ 競争相手である他の研究者に対して提案者（又はチーム）が有する優位性（提

案者が有する基本的手法、材料等）を記載するとともに、本提案課題の特色を明

確に記載してください。

※ 「Ⅱ－２－（３）研究項目ごとの研究内容及び中間時の進捗状況」を達成する

上で、研究シーズとなる知見、技術等の蓄積状況を明確にする観点から、研究に

参画する研究機関において、これまでに得られた本提案課題に関連する既往の成

果を記載してください。

※ 他府省を含む競争的資金に係る研究成果を活用している場合は、必ず記載して

ください。 

※ それらの成果と関連する特許権等を既に出願または取得している場合、成果の

あとに括弧書きで②の先行特許等に対応する番号等を記載してください。

（記載例） 

① ○○解析技術（特許①）

本研究の基盤となるデータを収集する技術をすでに開発し、特許

出願している。本技術を用いることにより、データの収集効率が上

がるだけでなく、データの解析精度を高めることができる。 

② 先行特許等（本研究と関連する特許権等を既に出願、取得している場合、その概要）

※ 本研究と関連する特許権等を既に出願または取得している場合、その概要（発明

等の名称、出願番号、出願日、出願人（共同出願人）等）を併せて記載してくださ

い。 

（記載例） 

・出願特許①「○○○に関する○○○を解析する方法」（特許000000）
平成○○年○○月○○日、株式会社○○

○○が分解する際に、大量に・・・・・される○○を取り除く

とこにより、高精度なデータを収集できる技術を開発し、○○

を解析する方法を確立した。 

（３）本研究グループ外の研究機関等が実施する本応募研究課題と直接関連する研究

※ 応募提案課題の研究グループ以外の研究機関等が、応募提案課題の研究内容と直

接関連する研究を自己資金等で実施する場合、以下について、可能な限り記載して
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ください。 

※ 特許権等に絡むため、記載できない場合は、その旨を記載してください。該当が

無い場合は「無し」と記載してください。

① 共同研究相手先研究機関等の名称：

② 本研究グループとの関係性

③ 関連する研究の概要及び本研究課題との関係

④ 応募課題と並行して研究することにより期待される効果
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様式４－１（経理事務体制について）Ａ４用紙２枚以内・必須 

課 題 名 

 

 

 
代表機関名 

 
 

 

 
 

研究統括者

名 
 

 

 
 

研究管理運
営機関名 

 

（※研究管理運営機関を設置する場合のみ記載） 
 
 

研究管理運営
機関の責任者
名 

（※研究管理運営機関を

設置する場合のみ記載） 
 

 

※経理責任者を置く機関（代表機関又は研究管理運営機関）の経理体制について記載して

ください。共同研究機関の経理体制は必要ありません。 

 

１．区分経理処理が行える会計の仕組みについて 

 

 （１）現在、区分経理処理が行える会計の仕組みが整備できていますか。 

※どちらかに○を付してください。 

 

  ・ 現在整備できている 

 

  ・ 現在整備できていない 

 

 （２）その内容 

※現在整備できていない機関にあっては、整備予定時期も記載してください。 

（記載例）整備できている場合 

  ・現在使用している経理システムでは、予算コードを設定出来るため、本

委託事業に係る経費について、新たにコードを付与することによって区

分経理処理をすることが可能である。 

  ・資金種別ごとに内訳簿を設ける会計の仕組みとなっているため、区分経

理処理をすることが可能である。 

 

（記載例）整備できていない場合 

 ・現在使用している経理システムでは、区分経理に対応できないため、表

計算ソフトウェアを利用して、別途内訳表を作成する予定。 

     整備予定時期：採択決定時 

  ・現在、受入経費ごとに帳簿を作成していないが、本委託事業を実施する

ことになった場合は、新たに本委託事業用の帳簿を備え、対応する予定

。 

     整備予定時期：契約締結時 
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２．経理執行体制について 

（１）現在の経理体制・職務内容

※ 下記はあくまでも例示であり、各項目について体制・職務内容が分かるものであれ

ば、この書式でなくても構いません。 

① 物品購入・役務発注

役職名等 職務内容 

経理執行責任者 経理課長 経理関係事務の総括。 

支払責任者 経理係長 発注先からの請求書と検収責任者からの検収報告

書を照合し、経理執行責任者の確認のうえ支払いを

行う。 

検収責任者 経理事務員Ａ 発注書に基づき検収を行い、検収報告書を作成する。 

発注責任者 経理事務員

Ｂ 

発注依頼書に基づき発注書を作成し、経理執行責任

者の確認のうえ、業者へ発注する。 

発注依頼者 研究統括者 発注依頼書を作成する。 

 役職名等には個人名を記載しないでください。同じ役職名等で別の者の場合は、適宜

Ａ・などを付して、違う者であることを明確にしてください（以下、同じ）。 

② 旅費

役職名等 職務内容 

経理執行責任者 経理課長 経理関係事務の総括。 

支払責任者 経理係長 出張伺書、旅費計算書、必要に応じ領収書を照合し

、経理執行責任者の確認のうえ支払いを行う。 

旅費計算責任者 経理事務員

Ｂ 

出張伺書、または出張報告書に基づき旅費計算書を

作成する。 

出張者 研究統括者 出張伺書、出張報告書を作成する。 

③ 人件費・賃金

役職名等 職務内容 

経理執行責任者 経理課長 経理関係事務の総括。 

支払責任者 経理係長 勤務時間管理報告書、給与・賃金計算を照合し、経

理執行責任者の確認のうえ支払いを行う。 
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給与計算責任者 経理事務員

Ａ 

勤務時間管理報告書をもとに給与・賃金計算書を作

成する。 

勤務管理者 総務課長 該当者の勤務時間管理報告書を作成する。 

（２）内部牽制について

※ 上記１に基づき、内部牽制が担保できていることを記載してください。なお、担保

できていない場合は、できてない部分についての対応策及び対応予定時期も記載して

ください。 

「担保できている」・「担保できていない」の判断基準 

・発注者および各責任者が同一者で無い体制となっていること。

・外部との契約、および支出の際には経理執行責任者の確認を経た上で行う体制と

なっていること。

（記載例）担保できている場合 

上記１のとおり、物品購入・役務発注にあっては、発注責任者、検収

責任者、支払責任者を、旅費・人件費・賃金支払に当たっては、計算責

任者と支払責任者を別の者としており、また、外部との契約、および支

出の際には、経理執行責任者の確認のうえ行うこととしていることから

、内部牽制は担保されている。 

（記載例）担保できていない場合 

物品購入・役務発注について、現状、検収責任者と支払責任者が同一

者となっているが、委託契約締結時において、検収責任者を雇用し、各

責任者が同一者とならないよう配置する予定である。なお、旅費・人件

費・賃金支払に当たっては、計算責任者と支払責任者を別の者としてお

り、また、外部との契約、および支出の際には、経理執行責任者の確認

のうえ行うこととしていることから、委託契約締結時において、内部牽

制は担保される予定である。 
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様式４－２（参画機関の知的財産への取組状況等）原則Ａ４用紙３枚以内・必須 

１ 参画機関の知的財産への取組についての評価 

参画機関の知的財産への取組について、審査において以下のとおり評価を実施します。 

① 各参画機関における知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針の策定及び各

参画機関における知的財産部門や担当官等による管理体制が構築されている場合は、

５ポイント 

② 各参画機関における知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針又は、各参画機

関における知的財産部門や担当官等による管理体制のどちらが策定又は構築されて

いる場合は、３ポイント 

③ 各参画機関における知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針及び各参画機関

における知的財産部門や担当官等による管理体制のどちらも策定及び構築されていな

い場合は、０ポイント 

２ 各参画機関における、知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針の有無 

※ 当該項目については、各参画機関が知的財産の管理に関する方針等を定め、そ

の方針等に基づいて知的財産の管理を行っているかを確認させていただくものな

ので、各参画機関の知的財産の管理に関する方針等を定めている場合は、○印を

記入し、内容について記載してください。

なお、普及・実用化のみを実施する機関については、実際に研究開発を行わな

いことから記載は不要とします。 

管理方針 

の有無 

知的財産方針等の知的財産の管理に関する方針の内容 

（記載例） 

○ 

（記載例） 

参画機関○○「有」：○○知的財産方針 

参画機関○○「有」：知的財産に関する基本方針 

参画機関○○「無」 

２ 各参画機関における知的財産部門や担当官等による管理体制の有無 

※ 当該項目については、各参画機関における知的財産の管理体制について確認さ

せていただくものなので、各参画機関の知的財産の管理体制を定めている場合は、

○印を記入し、内容について記載してください。

なお、普及・実用化のみを実施する機関については、実際に研究開発を行わな

いことから記載は不要とします。
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管理体制の有無 （記載例） ○ 

管理体制の内容 （記載例１） 

参画機関○○「有」 

知的財産全般の管理を行う知的財産部を設置し、担当

○名により管理

参画機関○○「有」 

○○課に知的財産の管理等を行う者を配置

参画機関○○「有」 

○○長が一括管理（適宜、外部弁理士等に相談）

参画機関○○「無」 

（記載例２） 

３ 知的財産の実施許諾 

○ 研究成果による知的財産を活用した企業化を一層促進する観点から、知的財産の取得

後、広く実施許諾できるようにする方針があれば記載してください。 

（記載例） 

本事業で得られた研究成果のうち、○○○を用いた○○○技術については特許化を

行うが、本技術を各産地で広く普及させるために知的財産の取得後５年後を目途に広

く実施許諾できるようにする予定である。 

研究グループの構成員として参画している研究機関が、当知的財産の実施許諾を確認

し、同意している場合は、以下の様式に○を記入してください。 

当知的財産の実施許諾は、研究グループの構成員とし

て参画している研究機関に内容を確認していただき、

同意を得ています。 
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様式５－１（研究管理運営機関を活用する理由書）Ａ４用紙１枚以内・該当研究課題のみ提出 

課 題 名 

代表機関名 
研究統括者

名 

研究管理運
営機関名 

研究管理運営
機関の責任者
名 

本事業では、生研支援センターが必要と認めた場合に限り、研究統括者が所属する研究

機関等（研究グループで応募する場合は代表機関）とは別に、生研支援センターとの委託

契約業務や経理執行業務を担う機関（以下「研究管理運営機関」という。）を設置できる

ものとします。 

［研究運営管理機関を設置できる場合］ 

・地方公共団体において、研究の実施に当たって事前に予算措置を要する等の特殊

性を考慮し、地方公共団体に所属する研究者が研究統括者となる場合であって、

かつ、地方公共団体に経理責任者を配置することが困難と認められる場合

・研究統括者が中小企業等に所属している、又は研究グループに多数の中小企業等

が参画しており、国との委託契約の実績がほとんど無いため、委託契約の締結が

著しく遅延すると認められる場合

これは、特例措置であることから、本様式に、代表機関が国と委託契約を締結すること

が困難な理由を明確に記載してください。 

 また、本様式を提出するにあたっては、必ず都道府県又は中小企業等の財政担当部長

等の了承を得るとともに、財政部局担当者の連絡先（担当者氏名、所属部署、役職、電

話番号及び E-mail アドレス）を記載してください。

 なお、課題が採択された場合は、別途、代表機関の財政部長等の公印を押印したもの

提出していただくことを予定しております。 

平成○○年○○月○○日 

代表機関の財政担当責任者 

担当者の連絡先 

担当者氏名 

所 属 部 署 

役 職 

電話番号・FA
X

E-mail
（注）課題が採択された場合、代表機関の財政担当責任者の公印を押印したものを速やか

に提出していただきます。 
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様式５－２（研究支援者の情報等）Ａ４用紙２枚以内・該当研究課題のみ提出 

（１） 研究支援者の情報  

 

氏名 ○○ ○○（ふりがな） 年齢 ○歳 

所属・役職 

 

公益社団法人○○○○ ○○支援コーディネーター 

○○機構 ○○マッチングプランナー 

国との関係 

 

農林水産省産学連携支援事業コーディネーター 

JST○○コーディネータ 

 ※所属・役職については、役職の括弧書きに、主体となる機関名を記載してください。 

 ※国との関係は、国で行っている事業等において支援を行っているものについて記載し

てください。 

 

（２） 経歴 

○年3月、○○機関において、○○に従事 

○年6月、○会社と○法人○○と商品開発のマッチングを実施し、開発された商品が○

年3月より販売開始 

・・・ 

 

 

 ※これまで従事した業務や、コーディネート・マッチングした実績やマッチング等によ

って研究成果を活用した製品が開発され上市された実績等を具体的に 10 事例以内で

記載してください。 
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様式５－３（研究ネットワークから立ち上げられた研究コンソーシアムによる応募）該当

研究課題のみ提出 

平成28年度補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」のうち「研究ネットワーク形成

事業」で採択された研究ネットワークから立ち上げられた研究コンソーシアムによる応募

の場合は、以下の様式に記載してください。 

※ 当事業に応募している研究コンソーシアムについてではなく、研究コンソーシアム

の母体となる研究ネットワークについて記載していただくよう、ご注意ください。 

（１）研究ネットワークの名称、対象及び主な目標

【名称】（例）○○地方水田作ネットワーク

【対象】（例）水田作

【主な目標】（例）水田作を主な対象としている農業経営体の所得２割増 

（２）研究ネットワークの中核となる拠点機関の概要

機関名 （例）○○大学 

事務局 （例）○○大学農学部 

事務局代表者 

（役職・氏名） 

（例）○○大学農学部○○学科教授 ××（●●研究室） 

住所 （例）〒 ○○県△△市・・・

連絡先 （例）電話番号：・・－・・－・・・・

E-mail：・・・@・・・

（３）構成機関及び実績等

構成員名称 

（代表者所属・役職・氏名） 

構成員が得意とする技術開発分野 

（担当研究者所属・氏名） 

（例）○○大学

（農学部○○学科●●研究室教

授××）

（例）データ分析による遠隔地からのほ場状況判断（

●●研究室××） 
画像分析による生育・病害状態把握（△△研究室××

））

遠隔地からの通信情報の伝送（□□研究室◆◆）

（例）■■県農業試験場

（××部□□研究室△△研究員） 
（例）ICT・AI技術のほ場配置・実証試験 
（△△研究員）

（例）××会社

（・・課主任担当者△△）

（例）ICT・AI機器の開発 
（△△）

（例）○○農園（農） （例）農業現場視点からのアドバイス

実証研究の実施

※農林漁業経営体については、名称の後に「（農）」もしくは「（林）」もしくは「（漁

）」と記載してください。 
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（４）拠点機関の承認 

研究ネットワークの拠点機関が責任を持って、当地域戦略・研究計画の提案を承認

できる場合（拠点機関が当地域戦略・研究計画を提案する場合を含む。）は、以下の

様式に○を記入してください。 

当該研究ネットワークの拠点機関は、当地域戦略・研究計

画の提案について承認しています。  
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別紙５ 

基礎研究ステージ 審査基準（案） 

【科学的ポイント（一次（書面）審査、二次（面接）審査共通） 審査基準】 

審査の観点 審査項目 審査の視点 審査基準 

必要性 

新規性・先導
性・優位性 

 現行の技術水準や関連分野の研
究開発状況を踏まえて、研究内容に
科学的意義に対する新規性・独創性
があること。 
 また、技術水準が高く類似する研
究成果が他方にも存在する場合、先
導性・優位性を持つ研究であるこ
と。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性
・達成可能性

 目標達成に向けた課題設定が適
切で、明確にされていること。 
 研究終了時までに目標とする研
究成果の獲得が可能であること。 
 「科学技術基本計画」や「農林水
産研究基本計画」等、国の科学技術
政策に合致していること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

効率性 

研究計画に対
するコストの
妥当性 

  提案内容の予算配分が効率的な
ものとなっていること。 
 費用対効果の面から研究コスト
が適切な水準であること。 
 不要な経費（特に人件費、設備備
品費や役務費）の計上がないこと。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究計画の妥
当性 

 年度毎の研究計画及び目標等は
具体的で実現可能であること。  
 各研究項目の研究実施期間が適
切であり、項目間のつながりが明確
であること。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究実施体制 

  参画機関数や連携が適切であり、
また、参画機関の能力に応じた役割
分担が適切に行われていること。 
  また、研究代表者や参画研究者の
これまでの業績等から見た、研究遂
行能力が適切であること。 

Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 

有効性 

農林水産業・
食品産業や社
会・経済への
貢献 

  農林水産業・食品産業における技
術上の諸課題の解決や革新的技術
の開発につながる技術シーズを開
発する研究であり、社会や経済に貢
献できること。  

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

研究成果の波
及効果 

 研究成果が農林水産業・食品産業
分野への発展的な活用が期待され

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
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ること。 Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注）「必要性」のうち「新規性・先導性・優位性」については、Ａは 20 点、Ｂは 16
点、Ｃは 12 点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、その他の審査項目については、Ａは 10
点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、80 点満点で評価点を算出する。 

 
 

 
【行政的ポイント（一次（書面）審査、二次（面接）審査共通） 審査基準】 

審査の観点 審査項目 審査の視点 審査基準 

必要性 
行政的な必要
性 

行政的にみて、重要性、将来性の
観点から必要性があること。  

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

有効性 
農林水産業・
食品産業への
貢献 

  行政的にみて、研究成果が活用さ
れ普及・実用化されることにより、
農林水産業・食品産業への貢献が期
待できること。 
 技術的な課題解決や新たな事業
の創出につながる成果を生み出す
ことが期待されること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注）Ａは 10 点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、20 点満点で評価点
を算出する。 

 
 

 
【参画機関における知的財産への取組に関する審査（一次（書面）審査） 審査基準】 

審査の視点 審査基準 

 以下の点について評価を実施 
（１）各参画機関における知的財産方針等の知的財産の管
理に関する方針の有無 

（２）各参画機関における知的財産部門や担当者等の管理
体制の有無 

知的財産の管理等について、 
Ａ：整備できている 
Ｂ：一部未整備である 
Ｃ：未整備である 
の３段階で評価を行う 

（注）Ａは５点、Ｂは３点、Ｃは０点を加点する。 
また、Ｂ又はＣ評価の研究課題が採択候補研究課題となった場合は、全ての参画

機関（普及・実用化のみを実施する機関は除く。）が少なくとも知的財産の管理体
制が整備されたことを確認した上で、委託契約を締結することとする。 
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【「知」の集積と活用の場研究開発プラットフォームに関する審査（二次（面接）審査） 
審査基準】 

審査項目 審査の視点 審査基準 

「知」の集積と活用の場
の趣旨との整合性 

提案された研究計画の内容が、
「知」の集積と活用の場の趣旨に基
づき、異分野等の多様な分野が参画
し、将来的に新たな商品や事業につ
ながるイノベーションを生み出す
ものであること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

１） （注）Ａは 10 点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、10 点満点
で評価点を算出する。 
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別紙５ 

応用研究ステージ 審査基準（案） 

【科学的ポイント（１次（書面）審査、２次（面接）審査共通） 審査基準】 

審査の観点 審査項目 審査の視点 審査基準 

必要性 

新規性・先導
性・優位性 

 現行の技術水準や関連分野の研
究開発状況を踏まえて、研究内容に
科学的意義に対する新規性・独創性
があること。 
 また、技術水準が高く類似する研
究成果が他方にも存在する場合、先
導性・優位性を持つ研究であるこ
と。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性
・達成可能性

 目標達成に向けた課題設定が適
切で、明確にされていること。 
 研究終了時までに目標とする研
究成果の獲得が可能であること。 
 「科学技術基本計画」や「農林水
産研究基本計画」等、国の科学技術
政策に合致していること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

効率性 

研究計画に対
するコストの
妥当性 

  提案内容の予算配分が効率的な
ものとなっていること。 
 費用対効果の面から研究コスト
が適切な水準であること。 
 不要な経費（特に人件費、設備備
品費や役務費）の計上がないこと。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究計画の妥
当性 

 年度毎の研究計画は具体的で実
現可能であること。  
 各研究項目の研究実施期間が適
切であり、項目間のつながりが明確
であること。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究実施体制 

  参画機関数や連携が適切であり、
また、参画機関の能力に応じた役割
分担が適切に行われていること。 
  また、研究総括者や参画研究者の
これまでの業績等から見た、研究遂
行能力が適切であること。 

Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 
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有効性 

農林水産業・
食品産業や社
会・経済への
貢献 

  基礎研究で開発・確立された技術
シーズを応用・発展させることによ
り、農林水産業・食品産業における
諸課題の解決や、新たな事業の創出
につながる成果を生み出し、そのこ
とを通じて社会や経済に貢献でき
ること。

  また、開発する技術のコンセプト
及び社会実装時のビジョンが適切
で明確であり、農林水産分野におけ
る将来的な市場化の可能性が期待
できること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

研究成果の波
及効果 

 研究成果が農林水産業・食品産業
分野への実用化段階の研究への活
用が期待されること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注）Ａは 10 点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、70 点満点で評価点
を算出する。 

【行政的ポイント（１次（書面）審査、２次（面接）審査共通） 審査基準】 

審査の観点 審査項目 審査の視点 審査基準 

必要性 

行政的な必要
性 

行政的にみて、重要性、発展性の
観点から必要性があること。  

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

施策との整合

性 

「食料・農業・農村基本計画」、
「農林水産研究基本計画」等の各種
施策との整合性があること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

有効性 
農林水産業・
食品産業への
貢献 

  行政的にみて、研究成果が活用さ
れ普及・実用化されることにより、
農林水産業・食品産業への貢献が期
待できること。 
 技術的な課題解決や新たな事業
や市場の創出につながる成果を生
み出すことが期待されること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注）Ａは 10 点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、30 点満点で評価点
を算出する。 
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【参画機関における知的財産への取組に関する審査（１次（書面）審査） 審査基準】 

審査の視点 審査基準 

 以下の点について評価を実施 
（１）各参画機関における知的財産方針等の知的財産の管
理に関する方針の有無 

（２）各参画機関における知的財産部門や担当者等の管理
体制の有無 

知的財産の管理等について、 
Ａ：整備できている 
Ｂ：一部未整備である 
Ｃ：未整備である 
の３段階で評価を行う 

（注）Ａは５点、Ｂは３点、Ｃは０点を加点する。 
また、Ｂ又はＣ評価の研究課題が採択候補研究課題となった場合は、全ての参画

機関（普及・実用化のみを実施する機関は除く。）が少なくとも知的財産の管理体
制が整備されたことを確認した上で、委託契約を締結することとする。 

 
 
 
 
【「知」の集積と活用の場研究開発プラットフォームに関する評価（２次（面接）審査） 
審査基準】 

審査項目 審査の視点 審査基準 

「知」の集積と活用の場
の趣旨との整合性 

提案された研究計画の内容が、
「知」の集積と活用の場の趣旨に基
づき、異分野等の多様な分野が参画
し、将来的に新たな商品や事業につ
ながるイノベーションを生み出す
ものであること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注）Ａは 10 点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、10 点満点で評価点
を算出する。 
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別表５ 

開発研究ステージ 審査基準（案） 

【科学的ポイント（１次（書面）審査、２次（面接）審査共通） 審査基準】 

審査の観点 審査項目 審査の視点 審査基準 

必要性 

新規性・先導
性・優位性 

 現行の技術水準や関連分野の研
究開発状況を踏まえて、研究内容に
科学的意義に対する新規性・独創性
があること。 
 また、技術水準が高く類似する研
究成果が他方にも存在する場合、先
導性・優位性を持つ研究であるこ
と。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の達成可
能性 

 研究課題に対する数値目標等の
明確な最終目標・成果が設定されて
おり、目標達成が確実であること。 
 また、重点課題に該当する研究計
画については、重点課題に即した適
切な目標設定がなされており、目標
達成が確実であること。  

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

効率性 

研究コスト、
研究実施期間 

  既存の研究成果が有効に活用さ
れており、目的に対する研究方法が
的確であること。 
 費用対効果の面から研究コスト
が適切な水準であり、研究期間が適
切であること。 
 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究実施体制 

  参画機関数や連携が適切であり、
また、参画機関の能力に応じた役割
分担が適切に行われていること。 
  また、研究総括者や参画研究者の
これまでの業績等から見た、研究遂
行能力が適切であること。 

Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 

有効性 
研究成果の波
及効果 

 研究成果の幅広い地域等への波
及効果が期待されること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注）「必要性」のうち「目標の達成可能性」については、Ａは 20 点、Ｂは 16 点、Ｃ
は 12 点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、その他の審査項目については、Ａは 10 点、Ｂ
は８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、60 点満点で評価点を算出する。 
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【行政的ポイント（１次（書面）審査、２次（面接）審査共通） 審査基準】 

審査の観点 審査項目 審査の視点 審査基準 

必要性 

行政的な必要
性 

行政的にみて、重要性、緊急性の
観点から必要性があること。 
研究成果が農林水産・食品分野の

生産現場等からのニーズがあるこ
と。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

施策との整合

性 

「食料・農業・農村基本計画」、
「農林水産研究基本計画」等の各種
施策との整合性があること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

実用化・事業

化への発展可

能性 

研究成果が創出された後の実用
化・事業化の道筋やビジネスモデル
が具体的かつ明確であり、実用化・
事業化の可能性が高いこと。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

有効性 
研究成果の波
及効果 

  研究成果の幅広い地域等への波
及効果が期待されること。 
 政策への反映が期待されること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注）「必要性」のうち「実用化・事業化への発展可能性」については、Ａは 20 点、Ｂ
は 16 点、Ｃは 12 点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、その他の審査項目については、Ａ
は 10 点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、50 点満点で評価点を算
出する。 

 
 
【参画機関における知的財産への取組に関する審査（１次（書面）審査） 審査基準】 

審査の視点 審査基準 

 以下の点について評価を実施 
（１）各参画機関における知的財産方針等の知的財産の管
理に関する方針の有無 

（２）各参画機関における知的財産部門や担当者等の管理
体制の有無 

知的財産の管理等について、 
Ａ：整備できている 
Ｂ：一部未整備である 
Ｃ：未整備である 
の３段階で評価を行う 

（注）Ａは５点、Ｂは３点、Ｃは０点を加点する。 
また、Ｂ又はＣ評価の研究課題が採択候補研究課題となった場合は、全ての参画

機関（普及・実用化のみを実施する機関は除く。）が少なくとも知的財産の管理体
制が整備されたことを確認した上で、委託契約を締結することとする。 
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【国民的・社会的ポイント（２次（面接）審査共通） 審査基準】 

審査の観点 審査項目 審査の視点 審査基準 

必要性 
国民目線から
の必要性 

研究成果が国民生活にとって必
要性があること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

有効性 
国民目線から
の有効性 

  研究成果が国民生活の向上に貢
献できること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注）Ａは 10 点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、20 点満点で評価点
を算出する。 

 
 
【「知」の集積と活用の場研究開発プラットフォームに関する審査（２次（面接）審査） 
審査基準】 

審査項目 審査の視点 審査基準 

「知」の集積と活用の場
の趣旨との整合性 

提案された研究計画の内容が、
「知」の集積と活用の場の趣旨に基
づき、異分野等の多様な分野が参画
し、将来的に新たな商品や事業につ
ながるイノベーションを生み出す
ものであること。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注１）マッチングファンド方式を適用する場合、Ａは 10 点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄ
は４点、Ｅは２点とし、10 点満点で評価点を算出する。 

（注２）マッチングファンド方式を適用しない場合、Ａは５点、Ｂは４点、Ｃは３点、
Ｄは２点、Ｅは１点とし、５点満点で評価点を算出する。 
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 別紙６ 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30 年度イノベーション創出強化研究推進事業における 

「行政政策推進上、解決を早急に図る必要性の高い重点課題」 
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農林水産省において、行政政策推進上の課題について、その解決を早急に図る必要性の

高い課題（以下「重点課題」という。）を以下に示します。 
なお、重点課題については、審査の一基準として扱うものであり、採択を約するもので

はありません。 
 
１．生産性向上等に資する課題 

 農林水産物・食品等の生産について、品目や分野を問わず、以下のいずれかを達成する

技術の開発 

ア 収量の概ね２割以上増加 

イ 労働生産性の概ね２割以上向上 

ウ コストの概ね２割以上削減 

エ 収益の概ね２割以上向上 

オ 所得の概ね２割以上向上 

 

 また、上記以外の生産性向上等に資する課題として、以下の技術の開発 

＜食料産業局＞ 

○ バイオマス発電の低コスト化（内部収益率１％以上確保） 

○ 輸出に向けた米粉の製造コスト低減技術の開発（製粉コストを小麦粉程度（kg 当たり

50 円程度）に低減） 

＜生産局＞ 

○ 低コストで供給可能な蚕の人工飼料の開発と、人工飼料による繭の安定生産技術の確立

（人工飼料の製造コストの低下、繭の安定した収量）（人工飼料価格を５割程度低減、

桑を与える慣行と同等の収量） 

○ 牛舎システムや牛舎レイアウトの研究開発（従来建設コストの１割減を実現） 

○ キク白さび病の防除技術の開発（白さび病発生１割減） 

＜林野庁＞ 

○ 特用林産物の高付加価値化技術の開発（所得の概ね１割以上増加） 

○ 山菜、薬用草木等の栽培技術の開発（所得の概ね１割以上増加） 

○ 早生樹等の優良種苗生産技術の開発（苗木の生産量を２倍以上増加） 

○ 優良特性を有した林業用種苗の大量かつ安定的生産に向けた集約的生産技術の開発

（苗木の生産量を２倍以上増加） 

○ 高収量かつ低コストな竹材生産が可能な施業、伐採・搬出技術等の開発（生産コスト

の概ね 1割以上の削減） 

＜水産庁＞ 

○ 漁船漁業の安全対策の推進や省エネ漁船・養殖作業船導入等のための研究（水素燃料

電池を活用した次世代型省力化（省力化を概ね１割向上）養殖作業船の作成、設計） 

 

２．生産性向上等に資する以外の課題 

＜消費・安全局＞ 
○ アクリルアミド前駆体（還元糖、アスパラギン）濃度の低いいも類の品種開発及び栽

培管理技術の開発 

○ 燻製食品及び直火加熱した食品中の PAH（多環芳香族炭化水素類）低減技術の開発 

○ ゲノム編集技術等の先端技術を応用して作出された生物の環境影響に関する評価方法

の確立に向けた調査研究 

○ 日本国内におけるカドミウム低吸収性品種の開発 

  ① コシヒカリ以外の主要品種を対象として、カドミウム低吸収性を付与し、固定系
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統を作出 

② カドミウム低吸収性の付与が、育成系統のごま葉枯れ病耐性等に与える影響やそ

の発生条件を解明し、防止対策を開発 

③ 品種・系統の違いによる感受性の差異を評価 

○ 国産農産物やその加工品中の DON 以外のかび毒や植物性自然毒の汚染防止・低減に向

けた技術開発 

  ① 作物品種ごとのかび毒蓄積性の評価  

② かび毒低蓄積性を有する品種の開発  

③ 加工、調理がかび毒濃度に及ぼす影響の評価  

④ 妥当性が確認された食品中の PAs の分析法の開発 

⑤ PAs を含む食品の加工調理による PAs 低減効果の確認と、低減の最適条件の検討 

⑥ PAs の種類ごとの毒性評価と健康リスクの推定 等 

○ 下痢性貝毒・麻痺性貝毒のスクリーニング法及び機器分析技術の開発 

○ 水産動物疾病管理のためのゾーニングやコンパートメンタリゼーションによる疾病リ

スク管理手法の開発 

○ クルマエビのホワイトスポット病のワクチン開発 

○ ミカンコミバエ種群の防除対策に係る技術の高度化 

  ① 効率的な発生調査方法の確立 

② 本虫の生態の解明（寄主特性、飛翔距離、メチルオイゲノールによる誘因性、各

生息域の個体群の遺伝子解析結果との比較等） 

③ 上記技術等を活用したアジア地域におけるミカンコミバエ種群に対する総合的な

防除体系の確立 

○ イモゾウムシの防除対策に係る技術の高度化 

  ① イモゾウムシの実用的な誘引型トラップの開発 

○ ナスミバエの防除対策に係る技術の高度化 

  ① ナスミバエの実用的な誘引型トラップの開発 

○ アリモドキゾウムシの防除対策に係る技術の高度化 

  ① 効率的かつ低コストでアリモドキゾウムシの不妊虫を生産することが可能な人工

飼料の開発 

○ アリモドキゾウムシ等の検疫処理技術の開発 

  ① アリモドキゾウムシやイモゾウムシ等の発生地域から、寄主植物の流通が可能と

なる検疫処理等の技術の開発 

○ Aromia bungii（カミキリムシ科）の効果的な防除方法の開発 

  ① 国内における Aromia bungii の生活環及び農作物に対する加害特性等の解明 

② 本虫の幼虫に対する調査方法の確立 

③ 本虫の各態に対する効果的な防除法の開発 

○ ウメ輪紋ウイルスの抵抗性品種の開発 

  ① ウメ輪紋ウイルスに抵抗性がある品種の選抜 

② 海外からの遺伝資源の導入・評価 

○ ウメ輪紋ウイルス感染植物の効率的な検出方法の開発 

  ① 無病徴感染植物の検出方法の開発 

② 画像解析による効率的な感染植物の検出方法の開発 

○ カンキツグリーニング病の侵入・まん延防止技術の開発 

  ① 画像解析による寄主植物の迅速な把握 

② 罹病植物及び媒介昆虫の早期検出手法の開発 

○ テンサイシストセンチュウの効果的な防除方法及び根絶確認方法の開発 
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○ ドローンの自動飛行による多様な作目の農薬散布等を可能とする技術の開発 

○ 発生予察のための重要病害虫発生情報をリアルタイムで記録・共有を行う全国モニタ

リングシステムの構築 

○ キウイフルーツかいよう病 Psa３系統に対する花粉の安価かつ簡便な消毒技術の開発 

○ 二国間輸出解禁協議に必要な輸出検疫措置及び無発生地域の設定等のリスク評価手法

の開発・実証並びにミカンバエ及びモモシンクイガ等の輸出先国が警戒する重要病害

虫の生態、防除、殺虫技術等に関する知見の蓄積 

○ 鳥インフルエンザウイルスの家きんの感染抵抗性及び感受性に関する研究（１種類以

上の感染抵抗性に関する遺伝マーカーを同定） 

○ 網羅的遺伝子検査手法を応用した家畜の疾病防除対策の開発に係る研究（５種類以上

のワクチンの使用に関する指標を開発） 

○ 結核病、ヨーネ病等の抗酸菌感染症の診断技術等の開発 

○ 豚流行性下痢（PED）のより有効性の高いワクチンを含むほ乳豚の損耗低減手法の開発

及び簡易診断薬の開発 

○ ワクチン開発を含む牛白血病のより効果的な防疫手法の確立 

○ 口蹄疫等の発生時の作業者の安全等に配慮した防疫措置手法の確立 

○ 生産現場における慢性疾病対策の効果分析・実証 

○ 家畜衛生に関するデータベースシステムの構築 

○ アルボウイルスによる牛の急性熱性疾患の高精度診断法の開発と病態の解明 

○ 農家の経済的負担を最小限にするためのヨーネ病の患畜等摘発農場における清浄化モ

デルの研究開発 

○ 牛マイコプラズマ性乳房炎の効果的な診断・治療法の開発 

○ 豚繁殖・呼吸器症候群の有効なワクチンの開発 

○ 畜産物の加熱処理の実施状況を確認するための検査手法の開発 

 

＜食料産業局＞ 
○ 海外のニーズを踏まえた輸出向けの品種の開発 
○ 輸出に向けた果実等の保存技術（温度管理技術等）、輸送資材、流通システムの開発 
○ ゲノム解析を活用したアブラナ科植物、ナス科植物等の病害抵抗性の解析及び育種へ

の応用 
○ 農業と両立した再生可能エネルギー利用（営農型太陽光発電等）に向けた技術の開発 
 
＜生産局＞ 
○ 冷房や除湿機能の活用も含めたヒートポンプ周年利用技術の確立（主要 10 作物程度

での技術確立） 

○ 各地域や各都道府県単位における、数ヶ月程度の短期スパン及び 10 年程度の中期ス

パンでの温暖化による気象予測、並びに気候変動計画の策定等の科学的根拠となりう

る農業分野に係る気候変動の影響評価 

○ 温暖化や異常気象による生理障害、生育障害等の対策技術の開発・確立（水稲、果樹、

野菜、花きなど） 

○ 温暖化のメリットを生かした果樹の新しい品種や作型の導入及び生産技術の開発 

○ 茶の慣行栽培から有機栽培（無農薬栽培）への転換・生産技術の開発（安定した収量（慣

行栽培と同等）の確保） 

○ 茶が有する機能性成分テアニン等における機能性の解明 

○ 栽培技術が確立されていない薬用作物（主要５品目以外で栽培面積や需要が多いもの）

に関する有効成分の含有量を適切な範囲で安定化し、かつ低コスト・安定生産技術の確
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立（５作物程度での技術確立） 

○ 安定的な子豚生産に向けた夏季の暑熱対策や多産系母豚に適した飼養管理技術の開発

（子豚の生産コストを 1割以上削減） 

○ 国産ナチュラルチーズへの機能性付与等による高付加価値化技術の開発（機能性を付与

したチーズや特長ある原料乳を用いたチーズを２種類以上開発） 

○ アニマルウェルフェアに対応した家畜の飼養管理技術の開発（畜産農家への負担を考慮

しつつ、家畜の快適性を高める飼養管理技術を３個以上確立） 

○ 畜産経営（主に豚）からの臭気を低減させる低コスト脱臭装置の開発（畜産悪臭を低減

する技術を１個以上確立）  

○ 家畜排せつ物を利用したメタン発酵消化液の利用性向上技術の開発（メタン発酵消化液

の利用性向上技術を１個以上確立） 

○ 畜産経営における低コスト汚水処理技術の開発（低コスト汚水処理技術を１個以上確

立） 

○ 自給飼料の高栄養・高品質化に向けたサイレージ生産技術の開発（多回刈による高栄養

牧草の多層サイレージ生産技術の開発、安価な発酵添加剤開発などサイレージ品質を安

定させる技術の開発 等）（可消化養分総量（TDN)３ポイント向上あるいは不良条件時

の発酵品質（v-スコア）10 ポイント向上） 

○ 飼料作物の収穫作業における収穫機と運搬トラック等の連携支援システムの開発（協調

作業を容易にする支援システムをハード・ソフト面で開発し、未習熟オペレーターの８

割が１週間のトレーニングでシステムの活用方法を習得） 

○ 飼料作物生産における獣害対策技術の開発（被害額を半減） 

○ 野菜の低コスト・省力化生産技術の開発（ながいも・にんにくの支柱立抜機、全自動植

付機・収穫機の開発、結球性野菜の栽培管理における機械の開発、ピーマン・きゅうり

の収穫ロボットの開発、地域で特徴的な栽培を行う品目の収穫調製機械の開発） 

○ 果菜類の養液栽培における収量の高位安定化を確立するための品種の開発（収量３割増

加）  

○ 加工・業務用野菜の加工適性の高い品種の開発（加工後の歩留まりが良い品種（たまね

ぎなど）、端境期に安定供給可能な加工適性の高い品種（４～５月のキャベツなど）、

加工適性と良好な食感を両立した品種（レタスなど）、加工による栄養素の流出の少な

い品種（にんじん、キャベツなど）） 

○ 野菜の病害虫に対する防除方法の確立（ネギ黄色斑紋病の防除体系の開発、アスパラガ

ス茎枯病抵抗性品種の開発、ダイコン黒芯症防除技術の開発、ニラネダニ類の効率的防

除技術の開発、ピーマンのネコブセンチュウの抵抗性品種・台木などの防除技術の開発、

トマト黄化病の抵抗性品種・台木などの防除技術の開発） 

○ 水田転換果樹園における高品質・安定生産技術の開発（従来の果樹園（非水田転換園）

との比較で品質（糖度等）及び収量が同等以上） 

○ 熱帯果樹等の温暖化を想定した品目導入に向けた栽培技術の開発（熱帯果樹等の新たな

品目・品種導入に関する技術の確立） 

○ 果樹における病害虫防除技術の開発（特に、クビアカツヤカミキリ、りんご黒星病）（対

象とする病害虫の発生による損失額（想定含む）の半減（防除技術の導入コストを含む）） 

○ 果樹における改植障害の対策技術（改植障害の発生による損失額の半減（技術の導入コ

ストを含む）） 

○ くり用ヨウ化メチルくん蒸剤代替技術の開発（温湯処理、氷蔵処理を除く、ヨウ化メチ

ルくん蒸との比較で効果が同等以上でコストが同等以下） 

○ キウイフルーツ花粉における除菌技術の確立（花粉が失活せず、除菌率 100%を達成） 
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＜農村振興局＞ 
○ ダムの耐震照査に関する技術開発【コンクリートダムの既存クラックに対する安全性評

価手法の確立】 

○ ダムの耐震照査に関する技術開発【フィルダムの耐震性能照査における締固め度の程度

による影響、コンクリート心壁、グラウト脈の混在等の評価方法とその対策工法の開発】 

○ 農業用ダムの ICT 等を活用した管理手法（堤体変位の観測技術、日常点検時のヒューマ

ンエラーによる誤計測防止等、管理の高度化、省力化に資するもの）に関する技術開発 

○ 農業用ダムの地震時の堤体状況把握に関する技術開発 

○ 農業用ダムの機能保全（フィルダム堤体内水位の低下）に関する技術開発 

○ パイプライン製管工法（複合管）の要求性能確保の証明 

○ パイプラインの性能低下予測手法の開発 

○ ICT や AI を導入した適正な配水調整を行う水管理技術の開発 

○ 流域の斜面崩壊等によるため池の被災危険度の評価、ならびに防災減災対策手法の開発 

○ 地すべり防止施設の健全度評価の効率化・省力化に関する技術開発 

○ 地下ダム貯留域の透水性（貯留能）の長期評価に関する技術開発 

○ 農業水利施設等における外来生物の大量発生による悪影響を防止する技術の開発 

○ 農業農村整備事業における温室効果ガス排出削減に係る評価技術の開発 

○ 野生鳥獣による生息状況と被害状況、被害対策の効果の把握手法の開発 

○ 山中等の捕獲現場における捕獲鳥獣の効率的な運搬技術の開発 

○ 捕獲現場において野生鳥獣肉の病原体の有無を簡易に確認できる手法の開発 

○ 省力的かつ経済的で効果の高い野生鳥獣の侵入防止技術の開発 

○ 農業水利施設による野生鳥獣侵入防止技術、被害防止技術の開発 

○ 自動追い払いロボットの開発 

○ 野生鳥獣の捕獲に係る毒エサや高効果の誘引剤等による効率的な捕獲技術の開発 

○ 高品質な肉質が確保できる捕獲方法の開発 

○ 効率的な真空低温調理設備の開発（労働時間の３割短縮） 

○ 鉄分やコエンザイムＱ10などの機能性成分の含有量が多いことを確認するととともに、

スポーツ選手用食材としてのジビエの栄養学的効果検証 

○ シカの肥料、飼料としての活用に向けたリスク評価の手法の確立 

○ イノシシミールを活用した水産養殖用飼料の開発 

○ 海外における捕獲法、処理加工技術の我が国への適応可能性の実証 
 
＜政策統括官＞ 
○ カドミウム低吸収性品種の開発及びカドミウム低吸収品種の作付けによるごま葉枯れ

病発生防止技術の開発 

○ 稲・麦類・大豆の種子生産における異種・異品種株・罹病株の迅速な判別技術 

○ CE、RC、倉庫等における防鳥・防鼠・防虫対策技術の確立 

○ コムギなまぐさ黒穂病等の病害抵抗性麦品種の開発 

○ 麦類におけるかび毒（DON、NIV）の汚染低減技術の開発  

○ 実需者ニーズや地域の気候・栽培条件に対応した麦類の品種・栽培技術の開発・普及 

○ 麦類・豆類における気象変動や異常気象リスクに対応した品種・栽培技術・機械の開

発 

○ 麦・大豆の効果的な難防除雑草の防除及び収穫物中の雑草種子等の異物の除去技術の

開発 

○ 各産地に適したもち性大麦品種の栽培方法及び機能性成分含有量の高位安定化に向け

た栽培技術の確立 
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 ○ 豆類の穀粒判別機（画像解析を用いた簡易測定器）の開発

○ 天候予測と連動した豆類の全国的な作況予測システムの開発

○ ばれいしょ、かんしょの病害虫対策技術の開発（ジャガイモシストセンチュウ類、ジ

ャガイモ Yウイルス、そうか病等ばれいしょ主要病害虫対策（診断技術、防除技術、

まん延防止技術等の開発）及びにこれら主要病害の種苗生産段階での混入を防止する

ための省力的ばれいしょ種苗生産技術の開発。アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、

サツマイモネコブセンチュウ、ミナミネグサレセンチュウ、黒班病、立枯病等の病害

虫対策。）

○ ばれいしょ、かんしょの加工用需要拡大に資する病害虫抵抗性品種・用途・貯蔵法・

輸送法等の開発

○ さとうきび、てん菜の地域作物の病害虫防除技術の開発（さとうきびのハリガネムシ

及びてん菜のアブラムシを介した西部萎黄病等）

○ そばの良食味品種・低アレルゲン品種の開発、日持ち性の改善、食味の評価方法など、

需要拡大に資する技術等の開発

＜林野庁＞

○ スマート林業の推進に向けたＩＣＴを活用した効率的な森林情報分析手法の開発

○ 先端技術（ロボット技術、ICT 技術等）を利用した生産性を飛躍的に向上させる林業

機械・器具や森林作業システムの開発

○ きのこ栽培において、放射能汚染を低減する効果の高い技術を開発

○ 山野で行われる山菜等の採取・栽培において、放射能汚染を低減する技術の開発

○ 放射性物質を含む草木灰について、食品調理に利用した場合の影響、安全な利用方法

の解明

○ 木材の健康効果を訴求するために必要な科学的なエビデンスの収集

○ 治山事業による地球温暖化適応策に関する研究

○ 流木災害危険箇所の把握に向けた手法の開発

○ 海岸防災林の防災機能の評価及び防災機能向上技術の開発に関する研究

○ 収穫期を迎えた人工林における資源の循環利用と森林の水土保全機能との両立に関す

る研究

○ 航空レーザ測量等を活用した森林の水土保全機能の評価・判定手法の開発

○ 林地残材等未利用材を用いたセルロースナノファイバー（CNF）等のマテリアル利用技

術の開発

○ スギ未利用材を用いたセルロースナノファイバー（CNF）と改質リグニンの一貫した製

造技術の開発

○ クビアカツヤカミキリの山桜に及ぼす影響調査等（山桜での被害を未然に防ぎ実質的

な被害を０％）

○ 主伐・再造林地等におけるニホンジカ食害回避手法の開発

○ 苗木の早期（期間短縮）生産技術の開発

○ 採種園等の造成及び維持・管理手法の開発

○ 新たな苗木生産技術の開発

○ 森林資源のフル活用を図るため、生産現場に散在して、かつ、容積が嵩張る末木枝条

の効率的な収集等による、効率的な木質バイオマス等生産システムの開発

＜水産庁＞

○ 十分な漁業データが得られていない魚種の漁業データ収集手法の開発（観測機器、解

析モデルの改良等）
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 ○ 海洋環境と中長期的な資源変動メカニズムの解明による水産資源の影響評価、資源評

価の高度化（サンマ、スルメイカ、サバ、マイワシ、サケ等）

○ 局地的な環境変動や疾病・有害生物等による被害の回避技術や対応策の開発

○ クルマエビの資源量減少要因の解明

○ 気候変動対応のため新規対象種、飼育技術及び適地選定などの適応技術の開発

○ IoT、AI 等を用いた海域毎の増養殖対象種の魚病発生予測の開発

○ 養殖対象種の病害防除に関する技術開発（クルマエビのウィルス病、ヒラメのアクア

レオウイルス症）

○ 初期減耗の抑制技術の開発（マガキ、ナマコ、マダコ、クルマエビ、ひらめかれい類） 

○ ゲノム編集マダイの安全性・環境影響評価手法の開発

○ ゲノム編集トラフグの安全性・環境影響評価手法の開発

○ 藻場の機能評価や修復技術の開発

○ 磯焼け防止及び回復技術の開発

○ 干潟の機能評価や修復技術の開発

○ 藻場に蝟集する魚介類の資源回復に関する技術開発

○ 干潟に生息するアサリ等の重要種の資源回復に関する技術開発

○ 水産物の衛生・品質管理、トレーサビリティ及び水産流通作業の効率化に向けた、産

地市場、冷凍冷蔵庫、加工施設等を経由して流通する水産物の情報化及び情報発信シ

ステムの開発

○ 排他的経済水域（EEZ）の大水深域における漁場整備による水産資源増殖状況の把握及

び効果評価に関する技術開発

○ 「リモートセンシング技術を活用した広域的な海域環境（藻場・干潟の分布状況等）

の把握技術の開発」

○ 漁港・漁村における大規模自然災害に備えた対応力強化のための研究

○ 沿岸域に立地し、延長が長い漁港施設のリモートセンシング技術や非破壊検査技術等

の新しい技術を活用した効率的かつ簡便な点検、機能診断手法の開発

○ 漁港施設の機能保全工事コストの縮減技術の開発

○ 東日本大震災等からの水産業の復旧・復興のための研究

○ 輸出促進のための鮮度保持技術、冷凍加工流通技術の開発

○ 輸出促進のための効率的な国際認証取得手法の開発

○ 低・未利用水産資源の有効利用のための技術開発

○ 漁船漁業の海難事故（操業管理、転落防止、荒天対策）を低減できる技術開発

○ 地域ニーズに即した付加価値の高い水産物生産に対応するとともに再生可能エネルギ

ーを利用し維持管理コストを低減する機能をもつ陸上養殖システムの開発

○ 陸上養殖の運営を支援するＩｏＴ技術を活用した養殖魚の需要・供給のマッチングを

図り出荷を管理するクラウドシステムの開発

○ アコヤ真珠母貝の優良系統の保存・更新手法の開発

○ マダコ養殖技術の開発

○ アサリの高成長育種技術、養殖技術の開発

○ 自然再生産を取り入れたサケマス資源増殖技術およびそれに対応した河川環境保全・

改善技術の開発

○ ホシガレイの資源再生を目指した増殖・管理技術の開発

○ 高成長、耐病性および高水温耐性のサケマス類品種の開発

○ 国内で安定供給可能な質の高い魚粉代替飼料作製のための技術開発（国産代替原料に

５割以上の置換）

以 上
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